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1 はじめに 

USB フラッシュドライブ、外部 HDD、デジタルカメラ、MP3 プレイヤー、iPod などのポータブルストレ

ージデバイスは事実上あらゆる場所にあり、数秒で Windows、Mac、Linux コンピューターに接続さ

れます。 ほとんどすべてのコンピューターがインターネット、オンラインアプリケーション、コラボレ

ーションツールにアクセスすると、データの盗難や偶発的なデータの損失が容易に発生する可能

性があります。 

単純なインターネット接続や USB デバイスによるデータの消失やデータの盗難は容易で数秒を要

しません。 ネットワーク管理者は、このリスクを防止し、関係するユーザーを特定する機会はほと

んどありませんでした。 これはこれまで困難であるというのが現実でした。 

Endpoint Protector は、デバイス制御、コンテンツ認識保護、eDiscovery、暗号化の強制モジュー

ルを通じて、企業がこれらの脅威を阻止するのに役立ちます。 エンドポイントでのすべてのデバイ

スアクティビティを制御するだけでなく、機密コンテンツ検出のためにすべての出口ポイントを監視

してスキャンします。 重要なビジネスデータが、デバイスにコピーされるか、許可なしにインターネ

ット経由で送信されるか、機密データに関する問題をすべてレポートすることによって、内部ネット

ワークからの情報漏えいを防止します。 さらに、エンドポイントに常駐しているデータに機密性の

高いコンテンツがあるかどうか検査され、是正措置が取られます。 さらに、USB リムーバブルデバ

イスで暗号化を強制することも可能です。 1 つの Web ベースのインターフェイスからのすべての管

理が可能です。 

 

情報 

Endpoint Protector は、完全なデータ損失防止と企業向けモバイル管理ソリューションです。 

DLP に関連する機能については以下で説明しますが、スマートフォンとタブレットに関する情報

については、『モバイルデバイス管理 ユーザーマニュアル』を参照してください。 Endpoint 

Protector サーバーのデプロイに関する追加情報は、『仮想アプライアンス ユーザーマニュア

ル』を参照してください。 
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1.1 メインコンポーネント 

Endpoint Protector は、複数の物理的な要素を中心に設計されています。 

 コンピューター 

Endpoint Protector クライアントがインストールされている Windows、Mac、Linux ワーク

ステーション。 

 デバイス 

Endpoint Protector で現在サポートされているデバイス。 たとえば、USB デバイス、デジ

タルカメラ、USB メモリカードなど。 

 ユーザー 

デバイスとコンピューターを操作するユーザー。 

 

Endpoint Protector のサーバー側にはさまざまな部分があり、互いに密接に連携して動作します。 

 Endpoint Protector のハードウェアまたは仮想アプライアンス - オペレーティングシステ

ム、データベースなどを含みます。 

 Web サービス - Endpoint Protector クライアントと通信し、受信した情報を保存します。 

 Endpoint Protector ユーザーインターフェイス - 既存のデバイス、コンピューター、ユー

ザー、グループ、その動作をシステム全体で管理します。 
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2 サーバー機能 

Endpoint Protector のハードウェアまたは仮想アプライアンスのセットアップが完了したら、ユーザ

ーインターフェイスにアクセスすることができます。Web ブラウザを起動して Endpoint Protector ア

プライアンスの IP アドレスへアクセスしてください （たとえば、https://192.168.0.201）。 
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情報 

Endpoint Protector の既定のログイン認証情報は以下のとおりです： 

ユーザー名： root 

パスワード：  epp2011 

上記のログイン情報を変更する場合や追加の管理者を作成する場合は、「システム管理者」

を参照してください。 

 

 警告 

HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure）を使用してください。 

2.1 Endpoint Protector 構成ウィザード 

Endpoint Protector Web インターフェイスへの初回ログイン時には、構成ウィザードが表示されま

す。構成ウィザードは、いくつかの基本的な設定を定義するための手順をガイドします。この手順

には、サーバーのタイムゾーン、ライセンスのインポート、サーバーアップデート、オフラインパッチ

のアップロード、デバイスのグローバル権限、メールサーバー設定、主要管理者の詳細情報など

の設定が含まれます。これらの設定は後でいつでも変更できます。 
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情報 

構成ウィザードは、Endpoint Protector の基本設定が設定されていない場合にのみ表示され

ます。 

初期状態では、既定の言語「英語」で表示されます。日本語で表示するには、右上の

[Welcome]をクリックして、[Language]で「Japanese」を選択してください。 

 

2.2 全般ダッシュボード 

このセクションでは、Endpoint Protector で記録された最も重要なアクティビティに関する概要がグ

ラフやチャート形式で表示されます。ライセンスや最新ニュースに関するシステム全般情報、デバ

イス制御、コンテンツ認識保護、モバイルデバイス管理に関する情報も表示されます。 
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情報 

デバイス制御、コンテンツ認識保護、モバイルデバイス管理については、より詳しいダッシュ

ボードがあります。 

2.3 システムステータス 

このセクションでは、システム運用、アラート、バックアップステータスに関する概要が表示されま

す。いくつかの主要機能はボタンをクリックするだけで有効と無効を切り替えることができます。 

 

[システム運用]サブセクションでは、Endpoint Protector および個別モジュール（デバイス制御、コ

ンテンツ認識保護、eDiscovery）の有効/無効を切り替えることができます。 
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[システム ステータス]サブセクションでは、HDD ディスク使用量とログローテーションの有効/無効

を切り替えることができます。 

情報 

この設定が有効の場合、サーバーのディスク使用量が指定したパーセンテージに達すると、

古いログが自動的に新しいログに上書きされます。 

このパーセンテージは 50%から 90%の間で設定できます（10% 刻み）。 

 

[システムアラート]サブセクションでは、APNS 証明書、アップデートとサポート、パスワードの有効

期限を通知する重要なアラートの有効/無効を切り替えることができます。 

[システムバックアップ]サブセクションでは、システムバックアップの有効/無効を切り替えることが

できます。 

 

2.4 ライブアップデート 

このセクションでは、Endpoint Protecor サーバーの最新アップデートの確認と適用を行うことがで

きます。 

 警告 

この機能は、TCP 80 ポートで通信します。 

ライブアップデートは、手動または自動で確認することができます。また、ライブアップデートサー

バーへの自動レポートを有効または無効にすることができます。 
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「今すぐ確認」をクリックすると、Endpoint Protector サーバーアップデートの検索が開始されます。 

 

新しいアップデートが見つかった場合、「利用可能なアップデート」セクションに表示されます。[す

べてのアップデートの適用]をクリックするとアップデートが適用されます。 

「適用されたアップデートの表示」をクリックすると、直近にインストールされたアップデートの情報

が表示されます。 

 

インターネットに接続できない環境の場合は、「オフラインパッチアップローダ」からアップデートを

アップロードすることができます。 

 

 注意 

オフラインパッチが必要な場合は、サポートまでお問い合わせください。 

 

2.5 有効な権限 

このセクションには、この時点で適用されているデバイス制御またはコンテンツ認識保護のポリシ

ーが表示されます。表示される情報（権限、ユーザー、コンピューター、デバイスタイプ、固有デバ

イス）はドロップダウンメニューで選択したオプション（デバイス制御またはコンテンツ認識保護）に

よって異なります。 
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3 デバイス制御 

このセクションでは、管理者がシステムのすべての対象デバイス、それらに関連する権限と設定を

管理することができます。このセクションは、ダッシュボード、デバイス、コンピューター、ユーザー、

グループ、グローバル権限、グローバル設定、カスタムクライアント通知、ファイルホワイトリスト、

カスタムクラスのサブセクションを含みます。 

このセクションは、いくつかの追加設定を含む、デバイス制御モジュールについて説明します。

Endpoint Protector セキュリティの第 1 レイヤーで、提供されるすべての構成において既定で有効

化されます。 

3.1 ダッシュボード 

このセクションでは、Endpoint Protector の対象の概要を図やグラフで表示します。最新のファイル

トレース、最新のファイルシャドウ、最新のデバイス制御アラート、接続が少ないコンピューター、

最もアクティブなユーザー情報も表示されます。 
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3.2 デバイス 

このセクションでは、管理者はすべてのデバイスをシステムで管理することができます。新しいデ

バイスが保護対象のコンピューターに接続されると、自動的にデータベースに追加され、管理が

可能になります。 

 

デバイスはデバイスパラメータ（ベンダーID、プロダクト ID、シリアル番号）により識別されますが、

名前やデバイスの説明のような情報も使用されます。デバイスは既定でデバイスを処理する最初

のユーザーに割り当てられますが、これは後で変更することができます。 

管理者はデバイスパラメータと上述の情報を提供することでいつでも新しいデバイスを手動で作

成することができます。さらに、デバイスは Active Directory から Endpoint Protector へインポート

することもできます。 

情報 

Active Directory について詳しくは「Active Directory の同期」を参照してください。 

「アクション」列では、デバイス管理に関するオプション（編集、権限の管理、履歴の表示、削除）を

使用できます。 

「ステータス」列では、デバイスの現在の権限を確認できます。 

情報 

デバイスにはいくつかのステータスがあります。原則として：  

- 赤： デバイスがシステムでブロックされていることを示します。 

- 緑： デバイスがコンピューターまたはユーザーで許可されていることを示します。 

- 黄： デバイスがいくつかのユーザーまたはコンピューターで制限付きで許可されている
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ことを示します。 

デバイス権限が設定されていない場合、デバイスタイプ（USB ストレージデバイス、デジタルカメラ、

iPod、Thunderbolt、Chip Card Device など）ごとに設定された既定のグローバル権限が継承され

ます。 

情報 

デバイスタイプについて詳しくは「デバイスタイプ（標準）」を参照してください。 

 

 注意 

デバイス権限をすべての対象に対して細かく構成する場合の優先順序は高い順から以下の

とおりです： 

デバイス > コンピューター | ユーザー > グループ > グローバル 

 

 例 

グローバル権限でシステムのすべてのコンピューターに対して特定のデバイスへのアクセス

を禁止し、1 台のコンピューターに対してそのデバイスへのアクセスを許可している場合、こ

の１台のコンピューターはそのデバイスへアクセスすることができます。 

 

情報 

デバイスは JSON フォーマットでエクスポート/インポートすることもできます。これにより、

1 つの Endpoint Protector サーバーからエクスポートしたデバイスリストを別の Endpoint 

Protector サーバーへインポートすることができます。 

この機能はデバイス権限とグループを関連付けるためのものです。このため、両方のサ

ーバーに同一のグループが存在する場合、インポートされたデバイスはアクセス権限も

保持します。グループが存在しない場合も、デバイスはインポートされますがアクセス権

限は無視されます。 

3.2.1 デバイス権限 

デバイス権限は特定のデバイスの「アクション」列で[権限の管理]を選択することで編集できます。

このセクションはデバイスを中心に構成されており、管理者は特定のコンピューター、グループ、

ユーザーに対して有効/無効を設定することができます。 
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デバイスを選択した後、目的のユーザー、コンピューター、グループに固有の権限を割り当てます。 

3.2.2 デバイスの履歴 

このセクションでは、デバイスの履歴を確認することができます。特定のデバイスの「アクション」列

で[履歴の表示]を選択します。対象のデバイスでフィルターされたログレポートページが表示され

ます。 

 

3.3 コンピューター 

このセクションでは、システムのすべてのコンピューターを管理することができます。Endpoint 

Protector クライアントが新しいコンピューターに展開されると、自動的にコンピューターがデータベ

ースに追加され、管理できるようになります。 
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Endpoint Protector クライアントには自己登録メカニズムがあります。この処理は、クライアントソフ

トウェアがクライアントコンピューターにインストールされた直後に実行されます。クライアントはサ

ーバーと通信し、サーバーはコンピューターに関する情報をデータベースに保存しライセンスを割

当てます。 

 

 注意 

自己登録メカニズムは、コンピューターのライセンスモジュールに変更があるたびに、またアプ

リケーションクライアントが再インストールされるたびに機能します。コンピューターの所有者は

自己登録処理中に保存されません。 

 

情報 

ライセンスについて詳しくは「システムライセンス」を参照してください。 

コンピューターはコンピューターパラメータ(メイン IP、IP リスト、MAC、ドメイン、ワークグループ)に

よって識別されますが、名前や説明のような情報も必要です。コンピューターは既定でコンピュー

ターを処理した最初のユーザーに割り当てられますが、後で変更することができ、このコンピュー

ターにログインしたユーザーをもとに自動的に更新されます。 

 

管理者はコンピューターパラメータと上述の情報を指定することで、新しいコンピューターをいつで

も手動で作成することができます。コンピューターも Active Directory から Endpoint Protector へイ

ンポートすることができます。 

情報 
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Active Directory について詳しくは「Active Directory の同期」を参照してください。 

 

 ヒント 

コンピューターを以下に割当てることで管理しやすくなります： 

グループ（例： 同一オフィスにある複数のコンピューター）について詳しくは、「グループ」を参

照してください。 

部門（グループの代替組織）について詳しくは、「システム部門」を参照してください。 

 

3.3.1 コンピューター権限 

コンピューター権限は特定のコンピューターの「アクション」列で[権限の管理]を選択することで編

集できます。このセクションはコンピューターを中心に構成されており、管理者はアクセス可能なデ

バイスタイプや固有のデバイスを指定することができます。 

 

 

 ヒント 

標準のデバイス制御権限には、デバイスタイプと既存デバイスセクションが含まれます。一

般的にデバイス権限のみです。 

標準のデバイス制御権限に加えて、グローバル設定では、外部ネットワークおよび勤務時間

外の状況でのフォールバックポリシーを作成することができます。 
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情報 

デバイスタイプおよび特定デバイス（標準、外部ネットワーク、勤務時間外）について詳しくは

「グローバル権限」を参照してください。 

 

 注意 

[グローバル権限の復元]は、より低レベルの権限に戻すことができます。このボタンをクリック

すると、そのレベルのすべての権限がグローバル設定を保持するように設定され、システム

が次のレベルの権限を使用します。 

そのレベルに追加されたすべての既存デバイスは、復元が適用されると削除されます。 

 

3.3.2 コンピューター設定 

このセクションでは、管理者は各コンピューターの設定を編集することができます。 

 

コンピューターは手動による設定なしで完全に正しく機能するため、必ずしもすべてのコンピュータ

ーに対してカスタム設定を定義する必要はありません。コンピューターが所属しているグループか

ら設定が継承されるか、不可能な場合は、インストール時の既定値を使用してシステムに必須の

グローバル設定が継承されます。 

3.3.3 コンピューターの履歴 

このセクションでは、コンピューターの履歴を確認することができます。特定のコンピューターの「ア

クション」列で[履歴の表示]を選択します。対象のコンピューターでフィルターされたログレポートペ

ージが表示されます。 
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3.3.4 ターミナルサーバーとシンクライアント 

シンクライアントと Windows ターミナルサーバー間の RDP ストレージのファイル転送を制御する機

能を Endpoint Protector を介して制御することができます。 

 

初期設定 

画面左のメニューで[デバイス制御]、[コンピューター]を選択して、コンピューター画面を開きます。

対象のコンピューターの「アクション」列で[ターミナルサーバーとしてマークする]を選択します。 

システムでターミナルサーバーとしてマークされたコンピューターの「ターミナルサーバー」列には、

◎（または yes）が表示されます。 
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 注意 

このアクションの対象となりうるコンピューターはターミナルサーバーの役割が適切に構成され

た Windows サーバーです。 

 

情報 

[ターミナルサーバーとしてマークする]アクションを実行するには、ターミナルサーバーライ

センスが少なくとも１つ必要です。 

ターミナルサーバーのマークが完了すると、[デバイス制御]、[コンピューター]、[コンピューター権

限]に新しいデバイスタイプが表示されます。 

 

ターミナルサーバー固有のデバイスタイプ設定は以下のとおりです： 

グローバル設定の保存、アクセス許可、アクセス拒否、読み取り専用アクセス 

 

RDP ストレージデバイスに「アクセス許可」権限を設定すると、RDP でターミナルサーバーへ接続

するすべてのユーザーがファイルをローカルディスクボリュームまたは USB のような共有ストレー

ジデバイス間でファイルを転送することができます。 

 

逆に、RDP ストレージデバイスに「アクセス拒否」権限を設定すると、RDP でターミナルサーバーへ

接続するすべてのユーザーはローカルディスクボリュームまたは USB のような共有ストレージデ

バイス間でファイルを転送することができません。 

 

 注意 

権限ポリシーをユーザー優先度を持つユーザーログインに適用するには、ユーザー権限を使

用するオプションは、[システム構成]、[システム設定]、[Endpoint Protector 権限の運用]でユー

ザー権限を使用するオプションを有効にする必要があります。 

 

次に、[デバイス制御」、[ユーザー]メニューを選択し、「アクション」列の[権限の管理]を選択すると、

Endpoint Protector のすべてのユーザーに「シンクライアントストレージ (RDP ストレージ) 」という

追加のデバイスタイプが表示されます。 
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ターミナルサーバーでは、複数のユーザーをアクティブユーザーとして認識することができるため、

この権限設定は、以下のユースケースで詳しく説明しますが、特定のユーザーに対するアクセス

ポリシーを作成する強力なツールとして使用できます。 

 

Windows ターミナルサーバーで、Endpoint Protector クライアントは下図のように１つまたは複数の

シンクライアントで共有される RDP ストレージディスクを表示します。 
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3.4 ユーザー 

このセクションでは、システムのすべてのユーザーを管理することができます。ユーザーは

Endpoint Protector クライアントソフトウェアがインストールされているコンピューターにログオンし

たエンドユーザーとして定義されます。新しいユーザーは自動的にデータベースに追加され、管理

できるようになります。 
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ユーザーは、名前（ユーザー名、姓、名）、部門、連絡先詳細（電話番号、メール）、その他の情報

で識別され、自動的にコンピューターに割り当てられます。 

 

管理者はユーザーパラメータと上述の情報を提供することでいつでも新しいユーザーを手動で作

成することができます。さらに、ユーザーは Active Directory から Endpoint Protector へインポート

することもできます。 

情報 

Active Directory について詳しくは、「Active Directory の同期」を参照してください。 

Endpoint Protector のインストール処理中に、デフォルトで 2 つのユーザーが作成されます： 

noUser - このユーザーは、ユーザーがコンピューターにログインしていないときに実行されるすべ

てのイベントに関連付けられます。コンピューターにログインするリモートユーザー名は記録され

ず、これらのイベントは noUser のイベントとして保存されます。その他、ユーザーが特定のコンピ

ューターにログインしていないときにデバイスへアクセスする自動スクリプト/ソフトウェアが実行さ

れたときにも noUser イベントとして記録されます。 

autorunUser - このユーザーは、特定のデバイスからインストーラが Windows によって起動された

ことを示します。このユーザーはオペレーティングシステムで自動再生が有効になっている場合に

特定のデバイスから実行されたプログラムによって生成されたすべてのイベントに関連付けられ

ます。 

情報 

OS によっては、追加のシステムユーザーが表示される場合があります： 

- _mbsetupuser （macOS： アップデート中） 

- 65535, 62624 など （Linux： スクリーンロック中） 

「アクション」列には、編集、権限の管理、履歴の表示、削除など、ユーザー管理に関するオプショ

ンが表示されます。 

 

3.4.1 ユーザー権限 

ユーザー権限は特定のユーザーの「アクション」列で[権限の管理]を選択することで編集できます。

このセクションはユーザーを中心に構成されており、管理者はアクセス可能なデバイスタイプや固

有のデバイスを指定することができます。 
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 ヒント 

標準のデバイス制御権限には、デバイスタイプと既存デバイスセクションが含まれます。一

般的にデバイス権限のみです。 

標準のデバイス制御権限に加えて、グローバル設定では、外部ネットワークおよび勤務時間

外の状況でのフォールバックポリシーを作成することができます。 

 

情報 

デバイスタイプおよび特定デバイス（標準、外部ネットワーク、勤務時間外）について詳しくは

「グローバル権限」を参照してください。 

 

 注意 

[グローバル権限の復元]は、より低レベルの権限に戻すことができます。このボタンをクリック

すると、そのレベルのすべての権限がグローバル設定を保持するように設定され、システムが

次のレベルの権限を使用します。 

そのレベルに追加されたすべての既存デバイスは、復元が適用されると削除されます。 

 

3.4.2 ユーザーの履歴 

このセクションでは、ユーザーの履歴を確認することができます。特定のユーザーの「アクション」
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列で[履歴の表示]を選択します。対象のユーザーでフィルターされたログレポートページが表示さ

れます。 

 

3.5 グループ 

このセクションでは、システムのすべてのグループを管理することができます。コンピューターやユ

ーザーをグループ化することで、管理者は権限または対象の設定をより効果的な方法で管理する

ことができます。 

 

グループは、名前、説明、対象 （コンピューターとユーザー）情報により識別されます。 

管理者は上述のグループ情報を指定することで、新しいグループをいつでも手動で作成すること

ができます。グループも Active Directory から Endpoint Protector へインポートすることができま

す。 
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情報 

Active Directory について詳しくは、「Active Directory の同期」を参照してください。 

「アクション」列には、編集、権限の管理、設定の管理、削除など、グループ管理に関するオプショ

ンが表示されます。 

3.5.1 グループ権限 

グループ権限は特定のグループの「アクション」列で[権限の管理]を選択することで編集できます。

このセクションはグループを中心に構成されており、管理者はアクセス可能なデバイスタイプや既

存のデバイスを指定することができます。 

 

このセクションはコンピューター権限セクションとよく似ています。違いはグループに属しているす

べてのコンピューターに同時に適用されることです。 

 

 ヒント 

標準のデバイス制御権限には、デバイスタイプと既存デバイスセクションが含まれます。一

般的にデバイス権限のみです。 

標準のデバイス制御権限に加えて、グローバル設定では、外部ネットワークおよび勤務時間

外 の状況でのフォールバックポリシーを作成することができます。 

 

情報 

デバイスタイプおよび特定デバイス（標準、外部ネットワーク、勤務時間外）について詳しくは
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「グローバル権限」を参照してください。 

 

 注意 

[グローバル権限の復元]は、より低レベルの権限に戻すことができます。このボタンをクリック

すると、そのレベルのすべての権限がグローバル設定を保持するように設定され、システムが

次のレベルの権限を使用します。 

そのレベルに追加されたすべての既存デバイスは、復元が適用されると削除されます。 

 

3.5.2 グループ設定 

このセクションでは、管理者は各グループの設定を編集することができます。 

 

上述のとおり、コンピューターとユーザーは設定をより簡単で論理的に編集できるようにするため

にグループ化することができます。コンピューターは細かい設定なしで完全に正しく機能するため、

必ずしもすべてのグループに対してカスタム設定を定義する必要はありません。コンピューターが

所属しているグループから設定が継承されるか、不可能な場合は、インストール時のデフォルト値

を使用してシステムに必須のグローバル設定が継承されます。 

3.6 グローバル 

このセクションでは、システム全体を管理することができます。管理者はどの権限と設定をグロー

バル（すべての Endpoint Protector 対象）に適用するかを指定することができます。 
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 注意 

デバイス権限またはその他の設定を対象に対して細かく構成する場合の優先順序は高い順か

ら以下のとおりです： 

デバイス > コンピューター | ユーザー > グループ > グローバル 

 

3.6.1 グローバル権限 

このセクションはシステム全体に関係します。管理者はアクセスを許可するデバイスタイプと特定

のデバイスを指定することができます。 

 

デバイスタイプ （標準） 

Endpoint Protector はセキュリティ違反の主な原因となる幅広いデバイスタイプをサポートしていま

す。これらのデバイスは承認を受けて、ユーザーがその内容を閲覧、作成、編集し、管理者が承

認済みのデバイス間で転送されたデータを閲覧します。 

 

 リムーバブルストレージデバイス 

 標準的な USB フラッシュドライブ、U3 および Autorun ドライブ、Disk on Key など 

 USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0 
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 メモリカード - SD カード、MMC カード、コンパクトフラッシュカードなど 

 カードリーダー - 内部および外部 

 CD/DVD-Player/Burner – 内部および外部 

 デジタルカメラ 

 スマートフォン/ハンドヘルド/PDA（Nokia N シリーズ、Blackberry、Windows CE 互換デ

バイス、Windows モバイルデバイスなど） 

 iPod/iPhone/iPad 

 MP3 プレイヤー/メディアプレイヤーデバイス 

 外部 HDD/ポータブルハードディスク 

 FireWire デバイス 

 PCMCIA デバイス 

 Biometric デバイス 

 Bluetooth 

 プリンター（シリアル、USB および LTP 接続方式） 

 ExpressCard （SSD） 

 Wireless USB 

 LPT/Parallel ポート （ストレージデバイスのみ） 

 フロッピーディスクドライブ 

 シリアル ATA コントローラ 

 

デバイスタイプによっては、アクセスの許可/拒否のほかに、追加の権限を利用できるものがあり

ます。読み取り専用アクセス、または（アクセスを許可するが CAP スキャンから除外する、

TrustDevice レベルが 1 から 4 であればアクセスを許可するなど）さまざまな制限つきのアクセス

許可の組合せが含まれます。 

情報 

Endpoint Protector に統合される TrustedDevices™テクノロジーは、デバイスが提供する

保護の程度によって 4 つのセキュリティレベルを利用できます（EasyLock™を使用する信

頼済みデバイスは TD レベル 1 です）。 

TrustedDevices™および EasyLock™について詳しくは、「信頼できるデバイス」を参照してくだ

さい。 
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 ヒント 

[WiFi - 有線ネットワーク接続があるときは WiFi をブロック]オプションを使用すると、管理者は

有線接続が存在する場合は WiFi 接続を無効にすることができます。有線ネットワークが存在

しないときは WiFi 接続を利用できます。 

 

 注意 

既定では大半のデバイスタイプがブロックされますが、構成作業中に必要なインターネット接続

や無線キーボードなどいくつかのデバイスはアクセスが許可されるように設定されています。

WiFi、Bluetooth、ネットワーク共有、追加キーボード、USB モデムは既定でアクセスが許可され

ます。 

 

既存デバイス（標準） 

このセクションでは、特定のデバイスに対するアクセス権限を管理することができます。 

情報 

デバイス権限はグローバル、グループ、ユーザー、コンピューターのそれぞれの[権限の

管理]アクションを使用することで、設定できます。 

 

このセクションで新しいデバイスを追加することができます。[追加]をクリックし、シンプルなデバイ

スウィザードに従って設定を行います。 

 Step 1 - デバイスタイプとデバイス権限を選択します。 
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 Step 2 – フィルターを使用して特定のデバイスを選択して[保存]をクリックします。 

 

情報 

アクセスを許可する USB ストレージデバイスの場合は、ファイルホワイトリスト機能も利用でき

ます。ファイルホワイトリストについて詳しくは、「ファイルホワイトリスト」を参照してください。 

 

外部ネットワーク 

 注意 

この機能を使用するには、グローバル設定セクションでこの機能を有効にする必要がありま

す。 

 

このセクションでは、外部ネットワークで適用するフォールバックポリシーを設定することができま

す。すべての機能は標準セクションと同じです。 

 

 



 

 

 

 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

Rev. 2.1 

 30 

勤務時間外 

 注意 

この機能を使用するには、グローバル設定セクションでこの機能を有効にする必要がありま

す。 

 

このセクションでは、勤務時間外に適用するフォールバックポリシーを設定することができます。す

べての機能は標準セクションと同じです。 

 

3.6.2 グローバル設定 

このセクションでは、グローバル（すべての Endpoint Protector の対象）に適用する項目を設定で

きます。コンピューターに細かく定義された設定がない場合やコンピューターがグループに所属し

ていない場合、設定が継承されます。コンピューターがグループに所属している場合は、グループ

の設定が継承されます。 
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Endpoint Protector クライアント、ファイルトレースとシャドウ、勤務時間外と社外ネットワーク、転

送制限設定もこのセクションで設定することができます。 

 

 注意 

このセクションのいくつかの設定は他のモジュール（例： コンテンツ認識保護、eDiscovery など）

にも関連しています。デバイス制御モジュールのみではありません。 

 

Endpoint Protector クライアント設定 

Endpoint Protector クライアントに直接関係する設定がいくつかあります。これらは特定の対象（グ

ローバル、グループ、コンピューター）ごとのクライアントの振る舞いに関係します。 

 

 

クライアントモード 

Endpoint Protector クライアントには振る舞いを定義するいくつかのモードがあります。 
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6 つのモードがあります（いつでも変更することができます）： 

 Normal（ノーマル）モード（既定の設定） 

 注意 

他のモードについて完全に理解していない場合は、ノーマルモードを変更しないことを

お勧めします。 

ノーマルモードが要件に合わない場合は、非表示またはサイレントモードを検討するこ

とをお勧めします。 

 

 Transparent（トランスペアレント）モード 

情報 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンが表示されません。 

 システムトレイ通知が表示されません。 

 承認済みかどうかに関わらずすべてがブロックされます。 

 管理者はすべてのアクティビティに関するアラートを受信します。 
 

 ヒント 

このモードはすべてのデバイスをブロックするには便利ですが、Endpoint Protector ク

ライアントおよびそのアクティビティの制限や存在に気づきません。 
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 Stealth（ステルス）モード 

情報 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンが表示されません。 

 システムトレイ通知が表示されません。 

 承認済みかどうかに関わらずすべてが許可されます。 

 ファイルシャドウおよびファイルトレースを有効にし、すべてのユーザーアク

ティビティを監視します。 

 管理者はすべてのアクティビティに関するアラートを受信します。 

 

 ヒント 

このモードはすべてのユーザーおよびコンピューターを監視するには便利ですが、ユ

ーザーは Endpoint Protector クライアントおよびそのアクティビティの制限や存在に気

づきません。すべてが許可されるため、ユーザーの日常的なアクティビティに支障を

与えません。 

 

 Panic（パニック）モード 

情報 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンが表示されます。 

 システムトレイ通知が表示されます。 

 承認済みかどうかに関わらずすべてがブロックされます。 

 ファイルシャドウおよびファイルトレースを有効にし、すべてのユーザーアク

ティビティを監視します。 

 管理者はコンピューターがパニックモードになったりパニックモードでなくな

ったりするとアラートを受信します。 
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 注意 

このモードは極端な状況下（ユーザーの悪意のある意図またはアクティビティが検出さ

れたとき）で自動的に開始される場合があります。 

特別な環境において、すべてのデバイスをブロックするために管理者が手動で設定す

ることもできますが、この方法でこのモードを使用することは推奨されません。 

 

 Hidden Icon（アイコン非表示）モード 

情報 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンは表示されません。 

 システムトレイ通知は表示されません。 

 すべての権限および設定はそれぞれの構成ごとに適用されます。 

 

 ヒント 

このモードはノーマルモードとよく似ています。違いは Endpoint Protector クライアント

がユーザーに見えないという点です。 

 

 Silent（サイレント）モード 

情報 

このモードの場合、以下のような振る舞いになります： 

 システムトレイアイコンが表示されます。 

 システムトレイ通知は表示されません。 

 すべての権限および設定はそれぞれの構成ごとに適用されます。 

 

 ヒント 

このモードはノーマルモードとよく似ています。違いはポップアップ通知がユーザーに

表示されない点です。 
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通知言語 

EndPoint Protector クライアントの通知言語 

ポリシーの更新間隔 (秒)  

クライアントがサーバーで最新の設定、権限、ポリシーの更新をチェックする間隔 

ログサイズ (MB) 

クライアントに保存するすべてのログの最大サイズ。この値に達すると、古いログは新しいロ

グで上書きされます。これは、クライアントがサーバーと長期間通信できない場合に発生しま

す。 

ログのアップロード間隔 （分） 

クライアントがサーバーへログの再送信を試みる間隔 

シャドウサイズ (MB) 

クライアントのすべてのファイルシャドウの最大サイズ。この値に達すると、古いシャドウが新しい

シャドウで上書きされます。これは、クライアントがサーバーと長期間通信できない場合に発生

します。 

シャドウのアップロード間隔 （分） 

クライアントがサーバーへシャドウを送信する間隔 

シャドウの最小ファイルサイズ (KB) 

ファイルシャドウを作成するファイルの最小サイズ 

リカバリーフォルダーの保存期間 (日) 

Mac および Linux コンピューター固有。転送されたファイルの内容が完全に検査される前に隔離フ

ォルダーのように機能し、ブロックされた転送によるファイルの損失を防ぎます。指定した時間が

経過すると、ファイルは完全に削除されます。 

シャドウの最大ファイルサイズ (KB) 

ファイルシャドウを作成するファイルの最大サイズ 

リカバリーフォルダーの最大サイズ (MB) 

Mac および Linux コンピューター固有。隔離フォルダーの最大サイズ。この値に達すると、古いファ

イルは新しいファイルで上書きされます。 

カスタムクライアント通知 

有効の場合、クライアント通知をカスタマイズすることができます。 
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ユーザーによる情報編集 

有効の場合、ユーザーは Endpoint Protector クライアントでユーザーおよびコンピューターの情報

を編集することができます。 

OTP 使用理由の入力 

有効の場合、ユーザーはオフライン一時パスワードを要求または使用するときに正当な理由を入

力する必要があります。 

光学式文字認識 

有効の場合、JPEG、PNG、GIF、BMP、TIFF ファイルタイプのコンテンツを検査できます。この

オプションはグローバル MIME タイプホワイトリストも変更します。 

ファイルトレースとシャドウ 

ファイルトレース機能を使用すると、保護されたエンドポイントとリムーバブルデバイス、内蔵

eSATA HDD、ネットワーク共有間のデータ転送を監視することができます。ファイルの名前変更、

削除、アクセス、編集などのアクションも表示できます。 

情報 

[デバイス制御]、[グローバル設定]、またはグループやコンピューターで有効にすること

ができます。 

 

ファイルトレースは、[トレースから除外する拡張子]オプションで特定のファイルタイプを無効に

することができます。 

ファイルシャドウ機能は、ファイルトレースで提供される情報を拡張し、ユーザーがアクセスし

たファイルの正確なコピーを作成します。シャドウコピーはファイルコピー、ファイル書き込み、

ファイル読み込みのイベントにより作成されます。ファイル削除やファイル名変更などのイベ

ントの場合、シャドウコピーは作成されません。 

管理者のニーズに合わせて、ファイルシャドウはサポート対象のすべてのリムーバブルデバ

イス（選択されている場合、eSATA HDD およびネットワーク共有を含む）またはコンテンツ認

識保護（オンラインアプリケーション、プリンター、クリップボードなどさまざまな出口ポイントを

介したファイル転送）とメール本文で有効にできます。 
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情報 

ファイルシャドウはファイルトレースなしで使用することができます。 

ファイルシャドウは[シャドウから除外する拡張子]オプションで特定のファイルタイプを無効にする

ことができます。 

 

 注意 

ファイルシャドウはネットワークトラフィックや異なるコンピューターの Endpoint Protector 設定ま

たはファイルサイズにより遅延する場合があります。シャドウファイルは通常、数分後に利用で

きます。 

 

 ヒント 

大規模なインストール環境（250 - 1000 エンドポイント）の場合、アクティブにするファイルシャ

ドウは、仮想またはハードウェアアプライアンスの合計エンドポイント容量の最大 15%とするこ

とを強くお勧めします。例えば、1000エンドポイント用のハードウェアアプライアンスの場合、パ

フォーマンスを最適な状態に保つため、ファイルシャドウは最大 150 エンドポイントとしてくださ

い。 

 

勤務時間外と社外ネットワーク 

このセクションでは、デバイスタイプ – 社外ネットワークポリシーおよびデバイスタイプ – 勤務時間

外ポリシーの有効/無効を切り替えることができます。 

 

「デバイスタイプ – 勤務時間外ポリシー」では、勤務日、開始時間、終了時間を指定できます。 

「デバイスタイプ – 社外ネットワークポリシー」では、DNS 完全修飾ドメイン名と DNS IP アドレス

を設定することができます。 

これらの設定を有効にすると、フォールバックデバイスタイプ権限がグローバル、グループ、

ユーザー、コンピューターで設定できるようになります。 
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 注意 

トリガーされると、フォールバックポリシーは標準のデバイス権限より優先されます。 

フォールバックポリシーに関して、社外ネットワークポリシーは勤務時間外ポリシーより優先され

ます。 

 

転送制限 

このセクションでは、特定の時間間隔（時間）における転送制限を設定することができます。制限

に達すると、時間が経過してカウントがリセットされるまで、ストレージデバイス（デバイス制御）ま

たは制御アプリケーション（コンテンツ認識保護）へのファイル転送が不能になります。同様に、ネ

ットワーク共有を介したファイル転送も転送制限に含めることができます。 

 

 

 注意 

いつ転送制限に達するかをチェックするメカニズムは、コンピューターのパフォーマンスに影響

を与えないように設計されています。 

このため、制限に達した正確な時間と転送の制限が強制されるまでの間にわずかな遅延が生

じる場合があります。通常、これは数秒程度ですが、ネットワークにも依存するため、数分にな

る場合もあります。 

 

転送制限に達すると、次の 3 つの操作を選択できます。 

 モニターのみ - 制限に達するとレポートします。 

 制限 - デバイス制御ポリシーで定義されているデバイスとアプリケーションをブロックし

ます。 

 ロックダウン - デバイス制御ポリシーで定義されているかに関係なく、すべてのデバイ

スをブロックします。 これにはネットワークインターフェイスなど、あらゆるタイプの転送を

含みます。 
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情報 

転送制限の時間間隔が切れる前にサーバークライアント通信を再確立するには、オフライ

ン一時パスワードの転送制限リセットを使用できます。 詳細は、「オフライン一時パスワー

ド」を参照してください。 

 

[転送制限到達アラート]を有効にすると、「転送制限到達レポート」も日次、週次、月次でスケジュ

ールすることができます。 

 

3.7 カスタムクライアント通知 

このセクションでは、Endpoint Protector クライアントに表示される通知メッセージを編集することが

できます。カスタムクライアント通知は、[デバイス制御]、[グローバル設定]からグローバルに有効

にすることができます。また、特定の設定セクションからコンピューターまたはグループに対して

個々に選択することもできます。 

デバイスタイプを選択すると、結果セクションに編集可能な言語が表示されます。 

 

特定の言語のメッセージを編集するには、その言語の[アクション]をクリックします。 

下図は「許可されていないデバイスがこの PC に接続されました。デバイスを今すぐ取り外すか 

PC 管理者に許可を得てください。」というメッセージを設定した場合の例です。 
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一部の通知を表示させない場合は、表示させないメッセージのチェックボックスにチェックをしない

ことで設定できます。 

3.8 ファイルホワイトリスト 

このセクションでは、許可されたファイルのみを事前に許可されたポータブルストレージデバイス

へ転送できるように制御することができます。 

 

管理者は、ホワイトリストファイルを Endpoint Protector サーバーへアップロードすることで、リムー

バブルデバイスへコピーできるファイルとできないファイルを管理することができます。 

 

 注意 

ファイルホワイトリストは外部ソースからコンピューターへコピーされるファイルには適用されま

せん。さらに、コンテンツ認識保護モジュールがアクティブでポリシーが設定されている場合、こ

れらが優先され、ここでホワイトリスト登録されているファイルにも適用されます。 
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3.9 カスタムクラス 

このセクションでは、より簡単に管理するためにデバイスの新しいクラスを作成することができます。

これは、特に同一ベンダーのデバイスや同一製品（同じベンダーVID またはプロダクト ID）の場合、

強力な機能です。 

[新規追加]をクリックするか、[独自に作成]をダブルクリックすると新しいカスタムクラスを作成でき

ます。 

 

デバイスをカスタムクラスに追加する前に、名前、説明、権限（アクセス拒否、アクセス許可、読み

取り専用アクセスなど）を指定して保存します。 

 

次に、デバイスをカスタムクラス追加します。複数の方法があります。 

 新しいデバイスの追加 - ポップアップ画面が開き、各デバイスをベンダーID、プロダクト

ID、シリアル番号をもとに追加することができます。緑色の＋ボタンをクリックすると、続

けてデバイスを追加することができます 

 

 既存デバイスの追加 – ポップアップ画面が開き、以前に保護対象コンピューターに接続

され、既に Endpoint Protector データベースで利用可能なデバイスから選択し、追加す

ることができます。 
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 シリアル番号の範囲で追加– ポップアップ画面が開き、シリアル番号の先頭と末尾を指

定することで複数のデバイスを同時に追加することができます。シリアル番号が連続し

た範囲にあり、明らかに分かりやすいパターンをもつデバイス用の機能です。 

 

 

 注意 

この機能は実際にはシリアル番号がわかりやすいパターンに従っていない場合であっても機能

しますが、この場合の使用は推奨されません。このような場合、一部のデバイスが Endpoint 

protector で無視されてしまい、カスタムクラスが期待通りに機能しません。 

 

 一括デバイス追加 - ポップアップ画面が開き、同一タイプのデバイスを最大 500 デバイ

ス追加することができます。一覧をインポートするか情報を貼り付けるかのいずれかの

方法を使用できます。 
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デバイスを登録したら、下図のように表示されます。 

 

カスタムクラスを複数作成した場合、既定で下図のように表示されます。 
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「リスト表示の切り替え」をクリックすると、一覧表示されます。 

 

 

 例 

上のケースでは、CD-ROM 許可カスタムクラスを作成し、CD-ROM/DVD-ROM タイプのデバ

イスにアクセスを許可するように設定しました。CD-ROM が CIP0 クライアント PC でアクセス

が許可されていないとします。CD-ROM 許可カスタムクラスが作成され、カスタムクラスが有

効になると、CIP0 クライアントで CD-ROM のアクセスが許可されていなくても、すべての CD-

ROM/DVD-ROM にアクセスが許可されます。 

 

3.10 デバイス権限の優先度 

コンピューター権限、グループ権限、グローバル権限は１つの単位を構成し、それぞれの設定を

継承します。つまり、これらの対象のいずれかを変更すると、他の対象に影響を及ぼすことを意味

します。 

これにはグローバル権限、グループ権限、コンピューター権限の 3 つの階層レベルがあり、より後

者の方が、権限管理における決定要因となります。 

情報 

デバイス権限はすべてのコンピューター、グループ、グローバル権限に優先されます。 

ユーザー権限はコンピューター権限と同じレベルです。優先度はシステム設定セクションで

設定できます。詳しくは、「Endpoint Protector 権限の機能」を参照してください。 
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 例 

デバイス X がグローバル権限で許可されているとします。同一デバイスがコンピューター権

限セクションで使用を許可されていない場合、このデバイスは使用できません。同じく、デバ

イスがグローバルでアクセスが許可されていないが、コンピューターごとにアクセスが許可さ

れている場合、このデバイスは許可されます。グローバル権限とグループ権限でも同様に適

用されます。グローバル権限でデバイスの使用が許可されていないが、グループ権限で許

可されている場合、このデバイスは許可されます。 

 

3.10.1 デバイス制御ポリシーの優先度 

既定では、標準のデバイス制御権限のみを利用できます。デバイスタイプと既存デバイスセクショ

ンを含みます。 

カスタムクラスを定義することができます。これらは、ネットワーク全体で特定のアクセス権を持つ

デバイスのグループを示します。カスタムクラスは標準の権限より優先されます。 

社外ネットワーク と勤務時間外が有効であれば、これらのデバイス権限を構成することができま

す。これらはカスタムクラス権限より優先されます。 

オフライン一時パスワード権限はルールの例外を作成することができます。これらの権限はその

デバイス権限

グローバル権限

グループ権限

コンピュータ権限

エンドポイント
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他より優先されます。 
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4 コンテンツ認識保護 

このモジュールを使用すると、管理者は、選択したユーザー、コンピューター、グループ、部門の

強力なコンテンツフィルターポリシーを設定および強制し、機密性の高い企業データの偶発的また

は意図的なファイル転送によるリスクを管理できます。 

 個人識別情報（PII）： 社会保障番号（SSN）、運転免許証番号、メールアドレス、パスポ

ート番号、電話番号、住所、日付など。 

 金融およびクレジットカード情報： Visa、MasterCard、American Express、JCB、Discover 

Card、Dinners Club などのクレジットカード番号など。 

 機密ファイル： 販売およびマーケティングレポート、技術文書、会計文書、顧客データベ

ースなど。 

 

機密データの漏えいを防ぐために、Endpoint Protector はさまざまな出口ポイントでのすべてのア

クティビティを詳細に監視します。 

 ポータブルストレージやその他のメディアデバイス（USB ドライブ、外付け HDD、CD、

DVD、SD カードなど）の直接または暗号化ソフトウェア（EasyLock など）による転送。 

 ローカルネットワークの転送（ネットワーク共有）。 

 インターネット経由の転送（メールクライアント、ファイル共有アプリケーション、Web ブラ

ウザ、インスタントメッセージ、ソーシャルメディアなど）。 

 クラウドへの転送（iCloud、Google ドライブ、Dropbox、Microsoft OneDrive など） 

 コピー&ペースト/カット&ペーストによる転送。 

 プリントスクリーン。 

 プリンター、その他 
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4.1 コンテンツ認識保護のアクティベーション 

コンテンツ認識保護は、Endpoint Protector で使用できる第 2 レベルのデータ保護機能です。 モ

ジュールは表示されますが、[有効]をクリックすることで簡単なアクティベーションが必要です。 以

前に入力されていない場合は、メイン管理者の詳細な連絡先が要求されます。 

 

 

 注意 

コンテンツ認識保護モジュールは、デバイス制御モジュールまたは eDiscovery モジュールとは

別に、個別のライセンスが必要です。 

 

4.2 ダッシュボード 

このセクションでは、コンテンツ認識保護モジュールに関連するグラフとチャートの形式の概要を

簡単に説明します。 ファイル転送、ブロックされたファイルタイプ、最もアクティブなポリシーコンテ

ンツ、最もブロックされたアプリケーション、最もアクティブなユーザー、最新のアラート、ポリシー

がないコンピューターとユーザーなどの情報も表示されます。 
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4.3 コンテンツ認識ポリシー 

コンテンツ認識ポリシーは、機密コンテンツ検出のための一連のルールで、選択された項目（ユー

ザー、コンピューター、グループ、部門）でファイル転送管理を強制します。 コンテンツ認識ポリシ

ーは、次の 4 つの要素で構成されています。 

 OS タイプ： 適用される OS タイプを定義します - Windows、macOS、Linux。 

 ポリシーアクション： 実行されるアクションのタイプを定義します - 機密性の高いコンテ

ンツ転送のレポートのみ、またはブロックとレポート。 

 出口ポイント： 監視する転送先を設定します。 

 ポリシーフィルター： 検出されるコンテンツを指定します。このファイルには、ファイルタイ

プフィルター、ソースコード、事前定義コンテンツフィルター、カスタムコンテンツフィルタ

ー、ファイル名フィルター、正規表現、HIPAA が含まれます。 

 

 例 

会社の財務部で、メールで送信される Excel レポートをブロックしたり、個人識別可能な財務

情報（クレジットカード番号、メール、電話番号、社会保障番号など）を含むすべてのファイル

の転送をレポートするポリシーを設定することができます。 

 

各企業は、独自の機密性の高いコンテンツデータリストを、特定の活動範囲、対象となる業界およ

び役割に対応するカスタムコンテンツ辞書として定義できます。 この作業を簡単にするために、コ

ンテンツ認識保護モジュールには、最も使用される機密用語や表現をカバーする事前定義コンテ

ンツ辞書が搭載されています。 
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 注意 

コンテンツ認識ポリシーは、ファイルホワイトリスト（[デバイス制御]、[ファイルホワイトリスト]）に

も適用されます。 これは、以前にホワイトリストに登録されたすべてのファイルが、定義された

ポリシーに従って機密コンテンツの検出（レポートまたはブロック）されることを意味します。 

 

 情報 

デバイス制御ポリシーとまったく同じように、コンテンツ保護ポリシーは企業ネットワークから切

断された後も引き続きコンピューターに適用されます。 

 

4.3.1 コンテンツ認識保護ポリシーの作成 

管理者は、[コンテンツ認識保護]、[コンテンツ認識ポリシー]セクションからコンテンツ認識ポリシ

ーを簡単に作成および管理できます。 

 

 

独自ポリシーの作成アイコンをクリックすると、新しいポリシーを作成できます。 既存のポリシーは、

ポリシーアイコンの[編集]をクリックして編集できます。 

ポリシーアイコンはカーソルを合わせると右側に表示されます。 
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 情報 

目的のポリシーを選択した後、ポリシーを編集、複製、削除するオプションを使用できます。 

 

 ヒント 

1 つ以上のコンテンツ認識ポリシーを同じコンピューター、ユーザー、グループ、部門に適用

することができます。 適用されたルール間の矛盾を避けるために、ポリシーの優先度は、左

から右の順序で実行されます。 最も左のポリシーは最も高い優先度（優先度 1）を持ち、右

端のポリシーは最も低い優先度を持ちます。 1 つまたは複数のポリシーの優先順位を変更

するには、優先度を高くする場合は左矢印をクリックし、優先度を低くする場合は右向き矢印

をクリックして、ポリシーを右または左に移動します。 

 

新しいポリシーを作成するときは、ポリシー情報（OS タイプ、ポリシー名、ポリシーの説明など）、

ポリシーブラックリスト、ポリシーホワイトリスト、ポリシーの項目（部門、グループ、コンピューター、

ユーザー）を選択する必要があります。 

ポリシーステータスは、機密情報を含むデータのすべての転送をレポートのみに設定するか、ブロ

ックとレポートするように設定できます。 

 

 ヒント 

最初に、データ転送を検出するだけでブロックしないようにするには、[レポートのみ]アクショ

ンを使用することをお勧めします。 この方法では、操作が中断されることはなく、ネットワーク

全体でのデータ使用状況を確認することができます。 

 

使用できるしきい値は次のとおりです。 

 グローバルしきい値（有効または無効） 

 グローバルしきい値が無効の場合、通常のしきい値が使用されます。 
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 例 

インターネットブラウザで社会保障番号（SSN）の転送に関するブロックとレポートポリシーを

設定したとします。 通常のしきい値を「4」に設定すると、4 つ以上の個々の SSN 番号を含む

（1、2、3×SSN ではない）、すべての転送がブロックされます。 設定値が「4」の場合、この転

送のみが許可され、レポートされます。 

同じタイプの 4 つ以上の脅威をブロックする通常のしきい値とは対照的に、グローバルしきい

値は 4 つ以上の異なるタイプの脅威をブロックします。 別の例では、1 つは社会保障番号

で、もう 1 つは電話番号である 2 つの脅威は、通常のしきい値「2」のポリシーではブロックさ

れず、グローバルしきい値を持つポリシーによってブロックされます。一方、2 つの社会保障

番号は両方のタイプのしきい値が「2」に設定されたポリシーによってブロックされます。 

 

 ヒント 

しきい値オプションは、事前定義コンテンツ、カスタムコンテンツ、正規表現など、複数のフィ

ルターにのみ適用されます。 原則として、しきい値を使用するブロックとレポートのポリシー

は、レポートのみのポリシーよりも高い優先度で配置することをお勧めします。 

 

 脅威のしきい値 - しきい値 

ファイルサイズのしきい値は、上記の通常およびグローバルしきい値にはリンクされません。ファ

イルサイズのしきい値は、ファイル転送がブロックされるかレポートされるかを示すサイズ（MB 単

位）を定義します。 

 

ファイルサイズのしきい値を有効にするには、0 より大きい値を設定する必要があります。ファイル

サイズのしきい値を無効にするには、0 または値なしを設定する必要があります。 

 注意 

ファイルサイズのしきい値が設定されている場合は、ポリシー内でチェックされるファイルタイプ

やカスタムコンテンツに関係なく、ポリシー全体に適用されます。 ファイルサイズしきい値で使

用される値は、正の整数でなければなりません。 

 

情報 

特定のアプリケーションおよび OS によっては、いくつかの制限が適用される場合があります。 
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転送制御を介して監視できる出口ポイントは以下のとおりです。 

 アプリケーション 

 

 

 Web ブラウザ （Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari など） 

 メールクライアント （Outlook、Lotus Notes など） 

 インスタントメッセージ （Skype、Pidgin、Google Talk など） 

 ファイル共有 （Google ドライブ、iCloud、Dropbox、DC++など） 

 その他 （iTunes、Total Commander、GoToMeeting など） 

 

 注意 

Adobe Flash Player を使用しているサイトをブロックするには、Web ブラウザカテゴリで Adobe 

Flash Player を選択する必要があります。 

 

情報 

制御されるアプリケーションのすべての一覧は、Endpoint Protector のユーザーインターフェイ

スで直接参照できます。 

 

 ストレージデバイス（すべての制御されたタイプの一覧は、[システムパラメータ]、[デバイスタイ

プ]、[コンテンツ認識保護]で表示できます） 

 

 注意 

Windows の場合、ファイル転送はリムーバブルメディアとの間で監視されます。 
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情報 

すべてのストレージデバイスではなく、カスタムクラスのみに機密データ転送を監視するオプシ

ョンも利用できます。 

 

 ネットワーク共有 

情報 

Mac のネットワーク共有では、Endpoint Protector はすべてのイベントをレポートのみのポリシ

ーとしてレポートします。 ブロックとレポートポリシーでは、ローカル共有からローカルディスク、

制御されたストレージデバイスタイプ、制御されたアプリケーションへの転送がブロックされま

す。 

 

 シンクライアント 

 クリップボード（コピー&ペーストまたはカット&ペースト操作でキャプチャされたすべてのコンテ

ンツ） 

 プリントスクリーン （画面キャプチャオプションを参照） 

 プリンター（ローカルプリンターとネットワーク共有プリンターの両方） 

 

使用できるブラックリストは次のとおりです。 

 ファイルタイプ 

 ヒント 

多くのファイル（プログラムファイルなど）は実際には.TXT ファイルなので、望ましくない影響

を避けるため、このファイルタイプを選択する際にはさらに注意することをおすすめします。 

 

 ソースコード 

 ヒント 

N-gram ベースの検出方法が、このファイルタイプの精度を高めるために使用されます。 ただ

し、さまざまなソースコードが密接にリンクされるため（例：C、C ++など）、これらもチェックされ

ます。 作業を簡単にするため、Endpoint Protector ではこれらの相関を自動的にマークしま

す。 
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 事前定義コンテンツ 

 ヒント 

事前定義コンテンツの項目の多くは、各国固有のものです（オーストラリア、カナダ、ドイツ、

韓国、イギリス、米国など）。 多数のログや誤検知を避けるには、地域または機密データに

適用されるパスポートのみを有効にしてください。 

 

 カスタムコンテンツ 

 ファイル名 

 ファイルの場所 

 正規表現 

 HIPAA 

 

使用できるホワイトリストは次のとおりです。 

 MIME タイプ 

 許可ファイル 

 メールドメイン 

 URL 名 

 

情報 

ブラックリストとホワイトリストの詳細については、「DLP ブラックリストとホワイトリスト」を参照し

てください。 

 

 注意 

コンテンツ認識保護ポリシーは、企業ネットワークから切断された後でも、保護されたコンピュー

ターからの機密データ転送をレポートまたはブロックし続けます。 ログは Endpoint Protector ク

ライアントに保存され、接続が再確立されるとサーバーに送信されます。 

 

ポリシーを作成する最後のステップは、適用する項目を選択することです。 使用できる項目は次

のとおりです。 

 部門 
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 グループ 

 コンピューター 

 ユーザー 

 

 ヒント 

コンピューター、ユーザー、グループ、部門にコンテンツ認識ポリシーが既に適用されている

場合は、クリックすると、適用された対応するネットワーク項目が強調表示されます。 

 

4.3.2 事前定義ポリシー 

2 番目のオプションは、[事前定義ポリシー]を使用することです。 これにより、管理者は Windows、

Mac、Linux で、既定でアクションが「ブロックとレポート」に設定されている事前定義ポリシーのリス

トにリダイレクトされます。 管理者は、そのポリシーリストから関心のあるポリシーを選択し、[ポリ

シーの作成]をクリックすると、アクティブなポリシーリストに表示されます。 

 

 

4.3.3 複数のコンテンツ認識ポリシーの適用 

コンテンツ認識保護は、適用されたファイルのレポートまたはブロックとレポートに関する必要なア

クションを細かく実装できる非常に汎用性の高いツールです。 

コンテンツ認識ポリシーは、選択された情報をレポートまたはブロックとレポートするための一連の

ルールです。選択されていない他のオプションはすべて、Endpoint Protector によって無視されま

す。 

同じ PC に 2 つのポリシーを適用すると、たとえば、Mozilla Firefox からアップロードするときに、

PNG ファイルなどの 1 つのファイルタイプをブロックし、2 つ目のポリシーで、Internet Explorer から

PNG ファイルをアップロードするときはレポートのみを実行することができます。同様の方法で、選
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択された辞書の機密用語を含むファイルを Skype で送信するときにレポートのみ、2 つ目のポリシ

ーで Yahoo Messenger から送信される場合は同じファイルをブロックすることができます。同様に、

1 つのアプリケーションの事前定義コンテンツ/カスタムコンテンツ/正規表現を含むファイルタイプ

またはファイルをブロックするポリシーと、レポートのみを実行するポリシーを作成して組み合わせ

ることができます。 

個別に選択された各項目（たとえば、特定のファイルタイプ、事前定義情報、カスタムコンテンツ辞

書）について、コンピューター/ユーザー/グループ/部門の 1 つ以上のコンテンツ認識ポリシーを

適用する際には、以下のルールが使用されます。 

ポリシーA 

優先度 1 

ポリシーB 

優先度 2 

ポリシーC 

優先度 3 

Endpoint Protector のアクション 

無視 無視 無視 情報はブロック、レポートされま

せん。 

無視 無視 レポート 情報はレポートされます。 

無視 レポート レポート 情報はレポートされます。 

レポート レポート レポート 情報はレポートされます。 

無視 無視 ブロック 情報はブロックされます。 

無視 ブロック ブロック 情報はブロックされます。 

ブロック ブロック ブロック 情報はブロックされます。 

無視 レポート ブロック 情報はレポートされます。 

無視 ブロック レポート 情報はブロックされます。 

レポート 無視 ブロック 情報はレポートされます。 

ブロック 無視 レポート 情報はブロックされます。 

レポート ブロック 無視 情報はレポートされます。 

ブロック レポート 無視 情報はブロックされます。 
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 注意 

ポリシーを作成するときにチェックを外した情報は、Endpoint Protector によって無視され、許可

されていないとみなされます。 

 

4.3.4 HIPAAの準拠 

HIPAA タブのオプションが選択されると、コンテンツ認識保護ポリシーは自動的に HIPAA ポリシー

になります。 利用可能なオプションは、FDA 承認リストおよび ICD コードを参照してください。 

 

 

ただし、HIPAA ポリシーを有効にするには、事前定義コンテンツおよびカスタムコンテンツフィルタ

ーも有効にする必要があります。 健康保険番号、社会保障番号、住所などの PII を含む転送ファ

イルを自動的にレポートまたはブロックします。 
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推奨される HIPAA は、HIPAA タブのオプションに加えて、以下の構成も持つコンテンツ認識ポリシ

ーを検討する必要があります。 

 認識されたすべてのファイルタイプを含める必要があります。 

 すべての個人識別情報は、米国特有の情報でなければなりません（住所、電話番号、フ

ァックス番号、社会保障番号） 

 両方のインターネットプロトコルアドレスアクセスを選択する必要があります 

 URL およびドメインホワイトリストのオプションも選択する必要があります 

HIPAA ポリシーは、ネットワークのデータをより詳細に制御するために、独自のポリシーまたは通

常のポリシーと組み合わせて作成し使用することができます。 このポリシーは、Windows、Mac OS 

X、Linux コンピューターで使用できます。 

 

 

事例 1 

X 社は、患者の氏名、住所、生年月日、電話番号、社会保障番号、メールアドレスなどの一般的な

情報を含む電子形式の患者カルテを取り扱っているとします。  同社は、すべての一般的な

Windows デスクトップアプリケーションを使ったデータの転送をブロックしたいと考えています。 

機密データが患者ごとのプロファイルの形式で提供されることを確認し、管理者は以下のような

HIPAA ポリシーを作成しました。 
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このポリシーは、グローバルしきい値 4 のブロックとレポートで設定されます。制御されたストレー

ジデバイスタイプ（[システムパラメータ]、[デバイスタイプ]）、クリップボードとネットワーク共有、お

よび Endpoint Protector で認識されるアプリケーションのすべてのデータベースをスキャンします。

このポリシーは、ポリシー内で選択された 4 つ以上の PII を含むファイル転送のみをブロックしま

す。 1 つのアドレス、2 つの電話番号、2 つのメールを含むすべてのファイルは転送されます 

 

事例 2 

Y 社は、患者の機密情報の大きなデータベースを持っています。 この情報は、患者ごとに 10 個以

上の個人識別情報（PII）項目を含む個々のオフィスファイルに保存されます。 これらのファイル以

外に、会社のスタッフは、ファイルごとに同じ PII を 3 つ含むファイルを定期的に使用します。 Y 社

は、10 個以上の項目を含むデータベースのファイルの漏えいをブロックし、3 項目を含むファイル

転送はレポートのみを実施したいと考えます。 

管理者は、以下に示すポリシーのように、グローバルしきい値 10 を使用して、10 個の PII を含む

ファイルの転送をブロックするポリシーを設定しました。 

 

 

別の HIPAA ポリシーを使用して、次の例のように、3 で設定された通常のしきい値を使用して、同

じ種類の 3 つの項目を含むファイルの転送をレポートできます。 
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情報 

先に述べたように、ブロックとレポートポリシーは最優先になり、レポートのみポリシーは 2 番目

の優先度になります。 
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5 eDiscovery 

このモジュールにより、管理者は、保護された Windows、Mac、Linux コンピューターに存在するデ

ータを検査するポリシーを作成できます。 企業のデータ保護戦略を実施し、偶発的または意図的

なデータ漏えいによるリスクを管理することができます。 管理者は、次のような機密データを検出

することで、データによって引き起こされる問題を緩和できます。 

 個人識別情報（PII）： 社会保障番号（SSN）、運転免許証番号、メールアドレス、パスポ

ート番号、電話番号、住所、日付など。 

 金融およびクレジットカード情報： Visa、MasterCard、American Express、JCB、Discover 

Card、Dinners Club などのクレジットカード番号や銀行口座番号。 

 機密ファイル： 販売およびマーケティングレポート、技術文書、会計文書、顧客データベ

ースなど。 

 

5.1 eDiscoveryのアクティベーション 

eDiscovery は、Endpoint Protector で使用できる第 3 レベルのデータ保護モジュールとして提供さ

れます。 モジュールは表示されますが、[有効]をクリックするだけの簡単なアクティベーションが必

要です。 以前に提供されていない場合は、メイン管理者の詳細な連絡先を入力する必要がありま

す。 

 

情報 

提供された詳細情報は、ライブアップデートサーバーが正しく設定され、eDiscovery モジュール

が正常に有効になったことを確認するためにのみ使用されます。 
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 注意 

eDiscovery モジュールは、デバイス制御モジュールまたはコンテンツ認識保護モジュールとは

別に、個別のライセンスが必要です。 

 

5.2 eDiscoveryポリシーとスキャン 

eDiscovery ポリシーは、保護されたコンピューターに保存されたデータに対する機密コンテンツ検

出のためのルールセットです。 eDiscovery ポリシーは 5 つの主要な要素で構成されます。 

 OS タイプ： 適用する OS （Windows、Mac、Linux） 

 しきい値： 許容される違反の数 

 ポリシーブラックリスト： 検出されるコンテンツ 

 ポリシーホワイトリスト： 無視されるコンテンツ 

 ポリシーの対象： 適用対象の部門、グループ、コンピューター 

 

情報 

eDiscovery ポリシーが作成されると、eDiscovery スキャンの必要なタイプを選択する必要があ

ります。 

 

eDiscovery スキャンは、データ検出をいつ開始するかを定義する、ポリシーの一連のルールです。 
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スキャンにはいくつかの種類があります。 

 クリーンスキャン： 新しい検出を開始します（初期状態から） 

 増分スキャン： 検出を続行します（前回スキャンしたファイルをスキップします） 

 

 ヒント 

eDiscovery 自動スキャンも利用可能で、管理者は増分スキャンを設定できます 

 1 回 - スキャンは特定の日時に 1 回実行されます 

 毎週 - スキャンは設定された日時から 7 日ごとに実行されます 

 毎月 - スキャンは設定された日時から 30 日ごとに実行されます 

 

 

 

いつでも eDiscovery スキャンを停止することができ、結果を自動的に消去することができます。 こ

れは、以下を使用して行うことができます。 

 スキャンの停止： スキャンを停止します（ログには影響しません） 

 スキャンの停止とログのクリア： スキャンを停止し、ログを消去します。 

 

 注意 

グローバルの停止とクリアは、すべての eDiscovery スキャンを停止し、すべてのログを消去す

る必要がある状況で使用できます。 
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5.2.1 eDiscoveryポリシーの作成とスキャン 

管理者は、[eDiscovery]、[ポリシーとスキャン]セクションから eDiscovery ポリシーとスキャンを簡

単に作成および管理できます。 

 

 

[カスタムポリシーの作成]をクリックすると、新しいポリシーを作成できます。 既存のポリシーは、

ダブルクリックすることで編集できます。 

 

情報 

ポリシーを編集、複製、削除するオプションは、目的のポリシーを選択した後で使用できます。 

 

 

 

新しいポリシーを作成するときは、ポリシー情報（OS タイプ、ポリシー名、ポリシーの説明など）、
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ポリシーブラックリスト、ポリシーホワイトリスト、ポリシーの対象（部門、グループ、コンピューター）

を選択する必要があります。 

使用できるしきい値は次のとおりです。 

 脅威のしきい値で停止 

 脅威のしきい値 

 ファイルサイズのしきい値 

 

情報 

しきい値の詳細は、Endpoint Protector のユーザーインターフェイスで直接確認できます。 

 

使用できるブラックリストは次のとおりです。 

  ファイルタイプ 

 

 ヒント 

多くのファイル（プログラムファイルなど）は実際には.TXT ファイルなので、望ましくない影響

を避けるために、このファイルタイプを選択する際にはさらに注意することをおすすめします。 

 

 ソースコード 

 ヒント 

N-gram ベースの検出方法が、このファイルタイプの精度を高めるために使用されます。 ただ

し、さまざまなソースコードが密接にリンクされるため（例：C、C ++など）、これらもチェックされ

ます。 作業を簡単にするため、Endpoint Protector ではこれらの相関を自動的にマークしま

す。 

 

 事前定義コンテンツ 

 



 

 

 

 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

Rev. 2.1 

 67 

 ヒント 

事前定義コンテンツの項目の大部分は、国固有のものです（オーストラリア、カナダ、ドイツ、

韓国、イギリス、米国など）。 多数のログや誤検知を避けるには、地域または機密データに

適用されるパスポートのみを有効にしてください。 

 

 カスタムコンテンツ 

 ファイル名 

 場所のスキャン 

 正規表現 

 HIPAA 

 

使用できるホワイトリストは次のとおりです。 

 MIME タイプ 

 許可ファイル 

 

情報 

ブラックリストとホワイトリストの詳細については、「DLP ブラックリストとホワイトリスト」を参照し

てください。 

 

eDiscovery ポリシーが作成されると、スキャンアクションを割り当てることができます。 クリーンス

キャンの開始、増分スキャンの開始、スキャンの停止、スキャンの停止とログのクリアなどがあり

ます。 

 

 注意 

eDiscovery ポリシーとスキャンは、コンテンツ認識保護ポリシーとまったく同じように、保護され

たコンピューターが企業ネットワークから切断された後も引き続き保存される機密データを検出

します。 ログは Endpoint Protector クライアントに保存され、接続が再確立されるとサーバーに

送信されます。 
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5.3 eDiscoveryスキャン結果とアクション 

eDiscovery スキャンが開始されると、見つかった対象を検査し、修正アクション（対象の削除、対

象の暗号化、対象の復号化など）を実行できます。 すべての結果は、[eDiscovery]、[スキャン結

果とアクション]セクションに表示されます。 

 

 

 ヒント 

[スキャン結果とアクション]セクションは、[eDiscovery]、[ポリシーとスキャン]から直接アクセ

スすることもできます。eDiscovery スキャン一覧からコンピューターを選択し、検出された対

象の検査アクションを選択します。 これにより、スキャン結果一覧が自動的にフィルターさ

れ、特定のコンピューターの対象のみが表示されます。 

 

 

 

5.3.1 スキャン結果の表示とアクションの実行 

このセクションから、管理者はスキャン結果を管理できます。 スキャンされたすべてのコンピュータ
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ーの一覧を表示し、対象の削除、暗号化、復号化などの操作を実行できます。 

 

 

管理者は、個々の対象に個別に目的のアクションを適用することも、複数のアイテムを選択して、

アクションを選択することで同時に目的のアクションを適用することもできます。 
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6 DLP ブラックリストとホワイトリスト 

このセクションで、管理者は、コンテンツ認識保護と eDiscovery の両方のモジュールで使用できる

ブラックリストとホワイトリストを作成できます。 定義すると、ブラックリストとホワイトリストは目的の

ポリシーで有効にすることができます。 すべてのブラックリストとホワイトリストの一覧は、以下で

詳しく説明します。 

 注意 

一部のブラックリストとホワイトリストは OS に関連しています（たとえば、メールドメインと URL 名

は Windows でのみ使用できます）、または両方のモジュールでは利用できません。 

 

6.1 ファイルタイプブラックリスト 

Endpoint Protector のコンテンツ検査機能では、複数のファイルタイプを識別できます。 追加のフ

ァイルタイプは継続的に追加され、Endpoint Protector のアップデートごとに使用可能なリストが拡

張されます。 管理者は、コンテンツ認識保護または eDiscovery ポリシーでスキャンするファイルタ

イプを定義できますが、サポートされているファイルタイプ一覧を直接拡張することはできません。 

これはあらかじめ定義されたリストなので、管理者はポリシーの[ファイルタイプ]のコンテンツタブ

から目的のコンテンツを選択するだけで済みます。 この処理はすでに前の段落で記載されていま

す。 
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情報 

ファイルタイプブラックリストは、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュールの両方

で使用できます。 

 

 注意 

ファイルタイプブラックリストは、ファイルの真のタイプを参照します。 ユーザーが手動でファイル

の拡張子を変更してコンテンツ検査機能を回避しようとしても、Endpoint Protector は本当のフ

ァイルタイプを検出します。 

 

6.2 事前定義コンテンツブラックリスト 

事前定義コンテンツブラックリストは、Endpoint Protector によって機密コンテンツとして検出される

用語および表現の事前定義リストです。 これはあらかじめ定義されたリストなので、管理者は事

前定義コンテンツタブのポリシーから目的のコンテンツを選択するだけで済みます。 
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情報 

事前定義コンテンツブラックリストは、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュール

の両方で使用できます。 

 

事前定義コンテンツブラックリストには以下の項目が含まれます。 

 クレジットカード 

Amex、Diners、China UnionPay、Discovery、JCB、MasterCard、MIR、Maestro、Visa 

 個人識別情報（PII） 

IBAN、日付、E メール、住所など 

 社会保障番号（SSN） 

 識別子（ID） 

 パスポート 

 納税者 ID 

 運転免許証 

 健康保険番号 
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 ヒント 

事前定義コンテンツの項目の大部分は、各国固有のものです（オーストラリア、カナダ、ドイ

ツ、韓国、イギリス、米国など）。 多数のログや誤検知を避けるには、地域または機密データ

に適用されるパスポートのみを有効にしてください。 

 

6.3 カスタムコンテンツブラックリスト 

カスタムコンテンツブラックリストは、Endpoint Protector によって機密コンテンツとして検出される

用語および表現のカスタム定義リストです。 カスタム辞書のリストは、[DLP ブラックリストとホワイ

トリスト]、[ブラックリスト]、[カスタムコンテンツ]タブで使用できます。 

 

 

情報 

カスタムコンテンツブラックリストは、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュールの

両方で使用できます。 

 

各辞書で使用できるアクションは、編集、削除、エクスポート です。 

[追加]をクリックすると、新しい辞書を作成できます。 新しく作成された辞書の内容を入力するに

は、少なくとも 3 文字の項目を手動（入力または貼り付け）またはインポートすることができます。 
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新しい辞書が作成されると、自動的に[カスタムコンテンツ]タブに表示されます。 また、コンテンツ

認識保護または eDiscovery ポリシーを作成または編集するときにも使用できます。 

 

6.4 ファイル名ブラックリスト 

ファイル名ブラックリストは、Endpoint Protector によって検出されるファイル名のカスタム定義リス

トです。 ファイル名のリストは、[DLP ブラックリストとホワイトリスト]、[ブラックリスト]、[ファイル名]

タブで使用できます。 
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情報 

ファイル名ブラックリストは、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュールの両方で

使用できます。 

 

各ファイル名に使用できるアクションは、編集、削除、エクスポート です。 

[追加]をクリックすると、新しいファイル名ブラックリストを作成できます。 新しく作成されたファイル

名ブラックリストの内容を入力するには、少なくとも 2 文字の項目を手動で入力（入力または貼り

付け）またはインポートすることができます。 

 

 

コンテンツは複数の方法で定義できます。 ファイル名、ファイル名と拡張子、拡張子だけのいずれ

かです。 

 

 例 

"example.pdf"ファイル名を使用すると、example.pdf で終わるすべてのファイルがブロックさ

れます （例： example.pdf、myexample.pdf、test1example.pdf）。 

".epp"拡張子を使用すると、.epp 拡張子を持つすべてのファイルがブロックされます （例： 

test.epp、mail.epp、123.epp）。 

 

新しいファイル名ブラックリストが作成されると、自動的に[ファイル名]タブに表示されます。 また、

コンテンツ認識保護または eDiscovery ポリシーを作成または編集するときにも使用できます。 
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 注意 

コンテンツ認識保護の場合、ファイル名ブラックリストは、ブロックとレポートタイプのポリシーに

対してのみ機能します。 大文字と小文字の区別および単語の完全一致の機能は適用されませ

ん。 

 

6.5 ファイルの場所ブラックリスト 

ファイルの場所ブラックリストは、Endpoint Protector によって識別される場所のカスタム定義リス

トです。 この場所のファイル転送は、さまざまなポリシーで定義されるコンテンツ検査ルールやア

クセス権に関係なく、自動的にブロックされます。 場所の一覧は、[ブラックリストとホワイトリスト]、 

[ブラックリスト]、[ファイルの場所]タブで使用できます。 

 

 

 注意 

ファイルの場所ブラックリストを定義することに加えて、ファイルを転送するために使用されるブ

ラウザまたはアプリケーションも、コンテンツ認識保護ポリシーで選択する必要があります。 
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 ヒント 

既定では、ファイルの場所ブラックリストは、特定のフォルダーにあるすべてのファイルに適

用されますが、サブフォルダーを含む他のファイルにも適用されます。[ファイルの場所ブラッ

クリストにサブフォルダーを含める]機能は無効に切り替えることができますが、システム全

体の他のファイルの場所ブラックリストおよびホワイトリストのすべてに影響します。 

 

情報 

ファイルの場所ブラックリストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

 

各場所で使用できるアクションは、編集、削除です。 

[追加]をクリックすると、新しいファイルの場所ブラックリストを作成できます。 新しく作成されたファ

イルの場所ブラックリストのコンテンツを入力するには、項目を手動で入力します（入力または貼り

付け）。 適用されるコンピューターも、右側の一覧から選択する必要があります。 

 

 

6.6 スキャンの場所ブラックリスト 

スキャンの場所ブラックリストは、eDiscovery モジュールによって特定される場所のカスタム定義リ

ストです。 この場所にあるデータは、さまざまなポリシーで定義されるルールに応じて、コンテンツ

が自動的に検査されます。 場所の一覧は、[ブラックリストとホワイトリスト]、[ブラックリスト]、[スキ

ャンの場所]タブで使用できます。 
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各場所で使用できるアクションは、編集と削除です。 

[追加]をクリックすると、新しいスキャンの場所ブラックリストを作成できます。 新しく作成されたス

キャンの場所ブラックリストの内容を入力するには、手動で項目を入力（入力または貼り付け）す

ることができます。 

 

情報 

あらかじめ定義されたいくつかのスキャンの場所を使用できます。 また、必要な結果に合わせ

て調整することもできます（例： デスクトップをすべてスキャンするのではなく、特定のパターン

に従うものだけを定義できます）。 

スキャンの場所を定義するとき、いくつかの特殊文字を使用してパスを調整することができま

す。 

* - 任意の単語を置き換えるために使用します 

? - 任意の文字を置き換えるために使用します 

 

6.7 正規表現ブラックリスト 

正規表現は、定義によって、主に文字列のパターンマッチングを使って、検索パターンを構成する

一連の文字です。 管理者は、保護されたネットワークを介して転送されるデータの特定の反復を

見つけるために、正規表現を作成できます。 
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情報 

正規表現ブラックリストは、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュールの両方で使

用できます。 

 

各正規表現で使用できるアクションは、編集、削除です。 

[追加]をクリックすると、新しいファイルの正規表現ブラックリストを作成できます。 正規表現の正

確性をテストすることができます。 正規表現が適用される文字列の一般的な例を[テストコンテン

ツの入力]ボックスに挿入し、[テスト]をクリックします。 正規表現にエラーがない場合、次のように、

[一致したコンテンツ]ボックスに同じコンテンツが表示されます。 
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 例 

メールに一致させる方法： 

[-0-9a-zA-Z.+_]+@[-0-9a-zA-Z.+_]+\.[a-zA-Z]{2,4} 

 

 例 

IP に一致させる方法: 

(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)){3} 

 

 注意 

なるべく、正規表現を使用することは避けてください。その複雑さは、通常、リソース使用量を増

加させます。 多数の正規表現をフィルター条件として使用すると、通常、CPU 使用率が増加し

ます。 また、不適切な正規表現や不適切な使用は、悪影響を及ぼす可能性があります。 

この機能は「設定されたまま」提供され、正規表現の構文に関する高度な知識が必要です。 直

接サポートは提供されておらず、正規表現を学んで実装し、徹底的にテストするのは顧客の責

任です。 

 

6.8 MIME タイプホワイトリスト 

Endpoint Protector のコンテンツ検査機能は、複数のファイルタイプを識別します。 機密情報 （例：

PII、SSN、クレジットカードなど）を含む可能性のあるファイル （例： Word、Excel、PDF など）もあり

ますが、他のファイルにはそのようなデータはほとんど含まれません （例： .dll、.exe、.mp3、.avi な

ど）。 

MIME タイプホワイトリストの目的は、コンテンツの冗長で不要なファイルを検査するリソースの使

用を排除し、データ損失のリスクが非常に低いファイルのメタデータで検出された情報による誤検

知を軽減することです。 

 

 例 

音楽やビデオファイルにはクレジットカード番号のリストが含まれないため、コンテンツフィル

ターを使用して検査する必要はありません。 
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情報 

MIME タイプホワイトリストは、コンテンツ認識保護と eDiscovery の両方のモジュールで使用で

き、カスタムコンテンツ、事前定義コンテンツ、正規表現に適用されます。 

 

 ヒント 

既定では、画像ファイル、メディアファイル、いくつかのパスワード保護されたアーカイブファイ

ル、一部のシステムファイルは、MIME タイプホワイトリストで自動的に定義されます。 これは

簡単に変更することができますが、システムでユーザーによって使用または保存されるデー

タタイプと、Endpoint Protector サーバーのログが増加することを正しく理解してから、変更す

ることを推奨します。 

 

MIME タイプのリストは、[DLP ブラックリストとホワイトリスト]、[ホワイトリスト]、[MIME タイプ]タブで

使用できます。 

 

6.9 許可ファイルホワイトリスト 

許可ファイルホワイトリストは、管理者が Endpoint Protector による機密コンテンツの検出から除

外するファイルのカスタムグループです。 許可ファイルのグループは、[DLP ブラックリストとホワイ

トリスト]、[ホワイトリスト]、[許可ファイル]タブで使用できます。 
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情報 

許可ファイルホワイトリストは、コンテンツ認識保護モジュールと eDiscovery モジュールの両方

で使用できます。 

 

各リストで使用可能なアクションは、編集、削除です。 

[追加]をクリックすると、新しい許可ファイルホワイトリストを作成できます。 新しく作成されたホワ

イトリストのコンテンツを入力するには、許可ファイルを Endpoint Protector サーバーにアップロー

ドする必要があります。 ファイルがアップロードされると、複数のホワイトリストを使用できます。 

 

 

新しいホワイトリストが作成されると、自動的に[許可ファイル]タブに表示されます。 また、コンテン

ツ認識保護または eDiscovery ポリシーを作成または編集するときにも使用できます。 
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6.10 ファイルの場所ホワイトリスト 

ファイルの場所ホワイトリストは、Endpoint Protector によって特定される場所のカスタム定義リス

トです。 この場所のファイル転送は、さまざまなポリシーで定義されるコンテンツ検査ルールやア

クセス権に関係なく、自動的に許可されます。 場所のリストは、[DLP ブラックリストとホワイトリス

ト]、[ホワイトリスト]、、[ファイルの場所]タブで使用できます。 

 

 

 注意 

ファイルの場所ホワイトリストを定義することに加えて、ファイルを転送するために使用するブラ

ウザまたはアプリケーションも、コンテンツ認識保護ポリシーから選択する必要があります。 

 

 ヒント 

既定では、ファイルの場所ホワイトリストは、特定のフォルダーにあるすべてのファイルに適用

されますが、サブフォルダーを含む他のファイルにも適用されます。[ファイルの場所ホワイトリ

ストのサブフォルダーを含める]機能は無効に切り替えることができますが、システム全体の

他のすべてのファイルの場所ブラックリストおよびホワイトリストに影響します。 

 

情報 

ファイルの場所ホワイトリストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

 

各リストに使用できるアクションは、編集、削除です。 
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[追加]をクリックすると、新しいファイルの場所ホワイトリストを作成できます。 新しく作成されたフ

ァイルの場所ホワイトリストのコンテンツを入力するには、手動で入力できます（入力するかペース

トするか）。 適用されるコンピューターも、右側のリストから選択する必要があります。 

 

 

6.11 ネットワーク共有ホワイトリスト 

ネットワーク共有ホワイトリストは、Endpoint Protector によって機密情報の転送が許可されるネッ

トワーク共有アドレスのカスタム定義リストです。 ホワイトリストに登録されるネットワーク共有は、

[DLP ブラックリストとホワイトリスト]、[ホワイトリスト]、[ネットワーク共有]タブで使用できます。 

 

 

情報 

ネットワーク共有ホワイトリストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 
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 注意 

この機能が適切に機能するためには、ネットワーク共有がアクセスを許可するように設定され、

ネットワーク共有がコンテンツ認識保護ポリシーで有効に設定されている必要があります。 

 

各リストで使用できるアクションは、編集、削除です。 

[追加]をクリックすると、新しいネットワーク共有ホワイトリストを作成できます。 新しく作成された

ホワイトリストの内容を入力するには、サーバー名または IP アドレスを使用してネットワーク共有

パスを定義します。 

 

 

 注意 

ネットワーク共有パスはバックスラッシュ（\\）で始める必要はありません。 

 

 例 

192.168.0.1\public\users\test; fileserver\documents\example 

 

新しいホワイトリストが作成されると、[ネットワーク共有]タブに自動的に表示されます。 また、コン

テンツ認識保護ポリシーを作成または編集するときにも使用できます。 
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6.12 メールドメインホワイトリスト 

 注意 

この機能は、Windows コンピューターの Microsoft Outlook および Mozilla Thunderbird（v. 38.0 ま

で）でのみ使用できます。 Outlook では、関連するアドオンを Endpoint Protector クライアントと

ともに展開する必要があります。 

詳細については、FAQ を参照してください。 

 

メールドメインホワイトリストは、Endpoint Protector によって機密情報の送信が許可されるカスタ

ム定義のメールアドレスです。 メールドメインのリストは、[DLP ブラックリストとホワイトリスト]、[ホ

ワイトリスト]、[メールドメイン]タブで使用できます。 

 

 

情報 

メールドメインホワイトリストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

 

各リストで使用できるアクションは、編集、削除、エクスポート です。 

https://www.endpointprotector.com/support/endpoint-protector/faq-489
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新しいメールドメインホワイトリストが追加されると、メールドメインホワイトリストタブに自動的に表

示されます。 また、コンテンツ認識保護ポリシーを作成または編集するときにも使用できます。 

 

6.13 URL名ホワイトリスト 

 注意 

この機能は、Windows コンピューターの Internet Explorer でのみ使用できます。 関連するアドオ

ンを Endpoint Protector クライアントとともに展開する必要があります。 

 

URL 名ホワイトリストは、Endpoint Protector によって機密情報のアップロードが許可される Web

アドレスのカスタム定義リストです。 ファイル URL 名のリストは、[DLP ブラックリストとホワイトリス

ト]、[ホワイトリスト]、[URL 名]タブで利用できます。 
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情報 

URL 名ホワイトリストは、コンテンツ認識保護モジュールでのみ使用できます。 

 

各リストで使用できるアクションは、編集、削除、エクスポート です。 

[追加]をクリックすると、新しい URL 名ホワイトリストを作成できます。 新しく作成された URL 名ホ

ワイトリストの内容を入力するには、少なくとも 2 文字の項目を手動（入力または貼り付け）または

インポートすることができます。 
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 注意 

定義された URL には名前とドメインのみが含まれ、www.*、www2.*、en.* などの接頭辞は含ま

れません。 

 

 例 

endpointprotector.com (www.endpointprotector.com ではなく) 

 

新しい URL 名ホワイトリストが追加されると、自動的に URL 名ホワイトリストタブに表示されます。 

また、コンテンツ認識保護ポリシーを作成または編集するときにも使用できます。 
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7 暗号化の強制 

7.1 EasyLock 

EasyLock は、米国政府が承認した 256 ビット AES CBC モード暗号化を使用してデータを保護す

るクロスプラットフォームソリューションです。 USB デバイスの場合は、デバイスのルートに配置す

る必要があります。 直感的なドラッグ&ドロップインターフェイスにより、ファイルをデバイスとの間

ですばやくコピーできます。 

 

 

情報 

EasyLock の使用方法の詳細については、『EasyLock ユーザーマニュアル』を参照してくださ

い。 
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Endpoint Protector と組み合わせて使用すると、EasyLock は USB ストレージデバイスを信頼でき

るデバイス（TD）レベル 1 として識別することができます。これにより、保護されたコンピューターで

USB の暗号化の強制を使用できるようになります。 デバイスに保存されるデータにアクセスする

には、ユーザーが設定したパスワードまたは Endpoint Protector 管理者が設定したマスターパス

ワードを使用します。 暗号化されたデータは、復号化された後にのみ任意のユーザーが開くこと

ができるため、ユーザーは EasyLock から情報をコピーする必要があります。 

 

 注意 

Endpoint Protector は、EasyLock USB 暗号化デバイスを信頼できるデバイス（TD）レベル 1 と

して検出できますが、暗号化の強制機能を使用するには、特定の EasyLock バージョンを使用

する必要があります。 これは、Endpoint Protector ユーザーインターフェイスで使用できます。 

 

7.1.1 EasyLockの展開 

情報 

EasyLock の暗号化の強制は、Mac と Windows の両方のコンピューターでサポートされていま

す。 

 

 

 

USB ストレージデバイスで、[デバイスがTD レベル 1のときアクセス許可]が選択されている場合、

自動的に展開が実行されます。 これは、[デバイス制御]、[グローバル権限]セクションに移動する

か、上記の画面に従って提供されたクイックリンクを使用して実行できます。 

手動による展開も可能です。 このセクションでは、Windows と Mac の両方のダウンロードリンクを

使用できます。 ダウンロードした EasyLock ファイルは USB ストレージデバイスにコピーし、デバイ

スのルートから実行する必要があります。 手動による展開の拡張セキュリティ機能により、新しい

USB ストレージデバイスを暗号化するたびに、EasyLock を Endpoint Protector インターフェイスか
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ら再ダウンロードする必要があります。 

 

 ヒント 

Endpoint Protector 5.2.0.0 以降、デバイスに「アクセス許可」が設定されている場合は、

EasyLock を使用してデバイスを暗号化する小さな USB アイコンを押して、手動展開を行うこ

ともできます。 

 

両方の EasyLock の展開は簡単で、パスワードを設定するだけです。 

 

 注意 

Mac では、複数のパーティションを持つ USB ストレージデバイスは、EasyLock および信頼でき

るデバイスレベル 1 ではサポートされません。 

 

7.1.2 EasyLockの設定 

このセクションでは、管理者が EasyLock で暗号化されたデバイスをリモート管理することができま

す。 この機能を利用する前に、管理者はマスターパスワードを設定する必要があります。 
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情報 

EasyLock は、インストールと実行機能を有効にすることで、Endpoint Protector クライアントが

存在する場合のみインストールおよび実行できるように設定できます。 

この機能を拡張して、EasyLock が EasyLock Multi Server 機能を有効にすることで、信頼できる

Endpoint Protector サーバーのリストに対して EasyLock が機能するようにすることができます。 

 

設定セクションでは、マスターパスワードを設定し、EasyLock ファイルトレースを有効にし、

EasyLock のインストールと実行を Endpoint Protector クライアントが存在するコンピューターでの

み定義することができます。 

マスターパスワードとユーザーパスワードの両方に対して、複雑なルールを適用することができま

す。 これらを有効にすると、パスワードの長さ、最小文字数、有効期間、履歴、その他の設定を設

定できます。 

 

 

Endpoint Protector では、EasyLock を使用してポータブルデバイスでコピーおよび暗号化されたフ

ァイルをトレースできます。 このオプションは、暗号化の強制の EasyLock の設定の下にあるウィ

ンドウで有効にすることができます。 

 

 

ファイルトレースオプションを有効にすると、EasyLock を使用してデバイス間で転送されるすべて

のデータが記録され、後の監査ログとして記録されます。 Endpoint Protector クライアントがコンピ

ューターに存在する場合、ログ情報は自動的に Endpoint Protector サーバーに送信されます。 こ

の操作は、デバイス制御モジュールを介してその特定のコンピューターのファイルトレースオプショ

ンが有効かどうかにかかわらず実行されます。 

 

Endpoint Protector クライアントが存在しない場合、情報はローカルデバイスに暗号化された形式

で保存され、後で Endpoint Protector クライアントがインストールされている他のコンピューターか

ら送信されます。 
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追加のオフラインファイルトレースオプションは、Endpoint Protector サーバーに送信される前に、

デバイスに直接情報を保存する可能性を提供する、最初の拡張オプションです。 コピーされたファ

イルリストは、次回デバイスが接続されたときに、Endpoint Protector クライアントが存在し、

Endpoint Protector サーバーと通信できる場合にのみ送信されます。 

さらに、EasyLock は、Endpoint Protector クライアントが存在し、イベントが発生したコンピューター

でファイルシャドウオプションが有効になっている場合、デバイス制御モジュールを介して、転送さ

れるファイルに対してファイルシャドウを実行します。 これはリアルタイムイベントであり、シャドウ

情報はデバイスに保存されません。 

 

 注意 

グローバルファイルトレースを有効にしても、EasyLock の信頼できるデバイスのファイルトレー

スオプションは自動的に有効にならず、その逆もありません。 

 

7.1.3 EasyLockクライアント 

クライアントリストセクションには、すべての EasyLock 強制デバイスが一覧表示されます。 クライ

アントアクションの管理を選択すると、アクション履歴のリスト、メッセージの送信、ユーザーのパス

ワードの変更、デバイスのリセット、マスターパスワードの再送などが表示されます。 
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8 モバイルデバイス管理 

ここ数年で、モバイルデバイスはビジネス環境に普及しました。 個人所有または会社所有のスマ

ートフォンとタブレットは、従業員が日常的に使用し、会社のメール、営業報告書などをどこにでも

保存してアクセスできます。 

世界中の企業による BYOD（Bring-Your-Own-Device）モデルの幅広い採用により、従業員がビジ

ネス情報を写真や音楽などの個人データとともに保存するため、個人のモバイルデバイスを使用

するようになりました。 この傾向は、安全管理された会社のネットワークだけでなく、企業のモバイ

ルエンドポイントのあらゆる場所においても、機密性の高い企業データを保護するという課題に直

面し、IT 管理者にとって新たな問題を引き起こしました。 同時に、個人情報から企業情報を分離し

て詳細に監視する必要があります。 

ビジネス環境のモバイル使用が増加し、セキュリティ課題に対応するため、Endpoint Protector の

モバイルデバイス管理は、社内外のモバイルデバイスの使用を完全に制御し、詳細に監視できる

ため、従業員は企業や個人データがどこにあっても、ビジネスの機密情報が侵害されることなく、

使用しているデバイスに依存しません。 

 

情報 

Endpoint Protector は、DLP（Data Loss Prevention）と企業向けモバイル管理のソリューション

です。 このユーザーマニュアルでは、DLP 関連の機能について説明していますが、スマートフォ

ンやタブレットに関する情報については、『MDM ユーザーマニュアル』を参照してください。 

Endpoint Protector サーバーのデプロイに関する追加情報は、『仮想アプライアンス ユーザー

マニュアル』を参照してください。 
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9 オフライン一時パスワード 

このセクションでは、管理者はオフライン一時パスワード（または OTP）を生成し、一時的なアクセ

ス権を付与することができます。 一時的なアクセスのみが必要な状況に加えて、保護されたコン

ピューターと Endpoint Protector サーバー間にネットワーク接続がない場合にも使用できます。 オ

フライン一時パスワードは、以下の対象に対して生成することができます。 

 デバイス （特定のデバイス） 

 コンピューターとユーザー （すべてのデバイス） 

 コンピューターとユーザー （すべてのファイル転送） 

パスワードはある期間にリンクされ、特定のデバイスやコンピューターで一意です。 つまり、同じパ

スワードを別のデバイスやコンピューターで使用することはできません。 また、2 回使用することは

できません（ユニバーサルオフライン一時パスワードを除く）。 使用可能な時間間隔は、30 分、1

時間、2 時間、4 時間、8 時間、1 日、2 日、5 日、14 日、30 日またはカスタムです。 

 

情報 

オフライン一時パスワードの期間は、開始日時および終了日時を含む時間ベースの OTP コ

ードの生成を可能にする、カスタムオプションを提供します。 

Endpoint Protector サーバーと保護されたエンドポイントが異なるタイムゾーンにある大企業

や多国籍企業では、サーバー時間とクライアント時間の仕組みを検討する必要があります。 
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  例 

Endpoint Protector サーバーはドイツにあり、サーバー時間は UTC + 01：00 です。 

保護されたエンドポイントはルーマニアにあり、クライアント時間は UTC + 02：00 です。 

エンドポイント時間で明日の 16:00 から有効になる OTP コードを生成するときは、明日の

15:00（タイムゾーンの 1 時間差を調整するため）で生成されます。 

事前定義された期間では、上記調整は不要です。 OTP コードは、使用された瞬間からその

特定の期間有効になります。 考慮すべき唯一のことは、OTP コードが生成された同じ日に使

用される必要があることです。 

 

 注意 

ユニバーサルオフライン一時パスワード機能も有効にすることができます。 有効にすると、任

意のユーザー、コンピューター、デバイス、ファイル転送で使用できます。1 時間のセキュリテ

ィ制限はありません。 それを知っているすべてのユーザーによって何度も使用することができ

ます。 

 

管理者には、正当な理由を追加するオプションもあり、パスワードが作成された理由が示されます。 

これは後で、概要やさまざまな監査目的で使用できます。 

 

情報 

オフライン一時パスワードが承認されると、その後、Endpoint Protector サーバーに保存され

るその他の権限と設定はすぐには有効になりません。 オフライン一時パスワードが期限切

れになると、サーバーとの接続が再確立されます。 

 

 注意 

オフライン一時パスワードの[転送制限リセット]は、[転送制限到達]機能が有効で、アクション

が[ロックダウン]に設定されている場合にのみ使用できます。 このタイプのオフライン一時パ

スワードの主な目的は、転送制限の時間間隔が切れる前に、サーバークライアント通信を再

確立することです。 
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9.1 オフライン一時パスワードの生成 

ドロップダウンメニューから選択したオプションに応じて、正確なデバイス、すべてのデバイス、す

べてのファイル転送に対してオフライン一時パスワード（または OTP）を生成できます。 

 

 

デバイスに対してオフライン一時パスワードを生成すると、ユーザーが通信するデバイスコードを

案内するか、Endpoint Protector データベースで既存デバイスを検索することができます。 

 

 ヒント 

[デバイス制御]、[コンピューター]セクションの「アクション」列にある「オフライン一時パスワー

ド」オプションから、直接オフライン一時パスワードを生成することができます。 

 

情報 

デバイスに OTP コードを生成する際、デバイスコードまたはデバイス名のいずれかを入力す

る必要があります（いずれか一方を入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が設定さ

れます）。 

コンピューター名とユーザー名の両方を入力する必要はありません。OTP コードはこれらの

うちどちらか１つが入力されていれば問題ありません。ただし、正確なコンピューターの正確

なデバイス、正確なユーザーに対して OTP コードが必要である場合、関連するすべてのフィ

ールドへの入力が必要です。 

OTP コードが生成されると、画面右側（上図のよう）に情報が表示されます。 

オフライン一時パスワードは直接メール送信または印刷することができます。これにより、リクエス

トした人にすぐに一時パスワードを提供することができます。 
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情報 

オフライン一時パスワードについて詳しくは「オフライン一時パスワードのリクエストと発行」を

参照してください。 

 

 注意 

ユーザーに表示する管理者の連絡先情報は、[システム構成]、[システム設定]の[主要管理

者の詳しい連絡先]で編集することができます。 

 

情報 

すべてのデバイスまたはすべてのファイル転送に対してオフライン一時パスワードを生成す

る場合、特定のデバイスに対して生成するのと同じく、コンピューター名とユーザーの両方が

必須というわけではありません。どちらか一方が指定されていれば OTP コードは完全に有効

です。ただし、正確なコンピューターおよび正確なユーザーに対して OTP コードが必要な場

合は、関連するすべてのフィールドに入力が必要です。 
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10 レポートと分析 

このセクションでは、システムログ、デバイス制御ログ、ファイルシャドウ、コンテンツ認識ファイル

シャドウの概要を確認できます。さらに、管理者アクション、統計、その他有効な情報も参照するこ

とができます。 

eDiscovery スキャンおよび EasyLock 暗号化の強制に関する詳細は、このレポートと分析セクショ

ンではなく、それぞれの該当セクションで確認できます。 

情報 

追加のデータセキュリティ対策のため、このセクションはスーパー管理者による追加のパス

ワード設定で保護される場合があります。追加のセキュリティ設定は、[システム構成]、[シス

テムセキュリティ]で構成することができます。 

システムセキュリティについて詳しくは、「システムセキュリティ」を参照してください。 

10.1 ログレポート 

このセクションでは、システムの主要なログを確認できます。ユーザーログイン、ユーザーログア

ウト、AD インポート、AD 同期、アンインストールの試行などのイベントタイプがあります。また、主

要なデバイス制御ログもこのセクションで確認することができます。 

 

 ヒント 

このセクションに含まれるログタイプの完全な一覧については、フィルターの[イベント]ドロッ

プダウンで確認してください。 
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検索結果をエクスポート（Excel、PDF、CSV）することができます。検索結果一覧の下部にある[エ

クスポートの作成]をクリックすると、ログレポート全体を.csv ファイルへエクスポートすることができ

ます。 

10.2 ファイルトレース 

このセクションでは、保護対象コンピューターからポータブルデバイスまたはネットワークの別のコ

ンピューターへ（またはその逆）転送されたファイルトレースを確認することができます。 

 

情報 

Endpoint Protector はファイルトレース機能が適用されたほとんどのファイルの MD5 ハッシュ

を計算します。ファイル内容の変更による脅威を軽減します。 

検索結果をエクスポート（Excel、PDF、CSV）することができます。検索結果一覧の下部にある[エ
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クスポートの作成]をクリックすると、ログレポート全体を.csv ファイルへエクスポートすることができ

ます。 

10.3 ファイルシャドウ 

このセクションでは、保護対象コンピューターからポータブルデバイスへ転送されたファイルのシャ

ドウの概要を確認できます。 

 

10.4 コンテンツ認識レポート 

このセクションでは、システムのコンテンツ認識ログを確認できます。管理者は、適用されたコンテ

ンツ認識ポリシーにより検出されたデータインシデントを正確に知ることができます。 

 

検索結果をエクスポート（Excel、PDF、CSV）することができます。検索結果一覧の下部にある[エ

クスポートの作成]をクリックすると、ログレポート全体を.csv ファイルへエクスポートすることができ

ます。 
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10.5 コンテンツ認識ファイルシャドウ 

このセクションでは、コンテンツ認識ポリシーで検出されたシャドウファイルの概要を確認すること

ができます。 

 

10.6 管理アクション 

管理者がインターフェイスで行った重要なアクションが記録されます。「アクション」列の[詳細の表

示]をクリックすると、[管理アクションの詳細]ページが表示され、変更前後の状態を含む特定のイ

ベントに関する詳細が表示されます。 

 

ログは.csv ファイルへエクスポートできます。フィルターを使用すると、必要な情報をすばやく簡単

に見つけることができます。 
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10.7 オンラインコンピューター 

 

サーバーとの通信が確立されたシステムに登録済みのクライアントコンピューターのリアルタイム

（*）監視を提供します。 

 

（*）更新間隔に依存します。コンピューター X の更新間隔が 1 分の場合、コンピューター X は過

去 1 分間にサーバーと通信します。 

「アクション」列で[コンピューター履歴の表示]をクリックすると、特定のコンピューターのログにアク

セスすることができます。 

 

このボタンをクリックすると、対応するコンピューターのアクションのみのログレポートが表示されま

す。 

10.8 オンラインユーザー 

リアルタイムで Endpoint Protector サーバーに接続されているユーザーの一覧が表示されます。 
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10.9 オンラインデバイス 

システムのコンピューターに接続されているデバイスに関する情報が表示されます。 

 

どのデバイスがどのコンピューターに接続されているか、それらのデバイスにアクセスしているユ

ーザーを確認することができます。[デバイスの履歴]および[権限の管理]からデバイスをすばやく

管理することができます。 

 

10.10 統計 

データトラフィックおよびデバイス接続に関するシステムアクティビティを確認することができます。

組み込みフィルターを使用することでレポートを簡単かつすばやくレポートを生成することができま

す。必要なフィールドを選択して[フィルター適用]をクリックするだけです。 
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11 アラート 

Endpoint Protector では、機密コンテンツの転送、デバイス、コンピューター、グループ、ユーザー

に関して通知（アラート）を設定することができます。アラートが発生すると、指定された管理者（複

数可）にメールが送信されます。アラートは、[アラート]、[システムアラート]で作成することができ

ます。 

コンテンツ認識保護アラートオプションでは、機密コンテンツの検出と転送ブロックに関する特別な

アラートを設定することができます。 

メールアラートを作成する前に、メールサーバーを構成する必要があります。メールサーバーは

[システム構成]、[システム設定]で構成できます。 

 

「自分のアカウントにテストメールを送信」のチェックボックスにチェックをつけると、設定が正しい

かを確認することができます。 

Endpoint Protector にアクセスするユーザーのメールアドレスも設定する必要があります。既定の

ユーザーは root です。ユーザーのメールアドレスは、[システム構成]、[システム管理者]から設定

できます。 
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「アクション」列から編集および削除を実行できます。 

 

対象のユーザーの[編集]をクリックして必要なフィールドを入力し、[保存]をクリックします。 

これでメールアラートを受信できるようになりました。 

11.1 システムアラート 

 

新しいシステムアラートを作成する場合は、[アラート]、[システムアラート]を選択して[作成]をクリ

ックします。 

 

使用可能なアラートには以下のようなものがあります： 
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APNS 証明書 – APNS 証明書が期限切れのため更新しなければなりません。このアラートは 60、

30、10 日前にリマインダメールを送信することで、すべてのモバイルデバイスを再登録しなければ

ならなくなるリスクを排除します。 

アップデートとサポート – Endpoint Protector アプライアンスが最新状態であることを確実にします。

各モジュールのメンテナンスステータス（デバイス制御、コンテンツ認識保護、モバイルデバイス管

理）に関するリマインダを送信します。 

エンドポイントライセンス - 各ネットワークは絶えず成長しているので、保護されていないエンドポ

イントを持つリスクを排除するために、アラートを生成することができます。使用済みの Endpoint ラ

イセンスが 70%、80%、90%に達したらアラートメールを送信するように設定できます。 

クライアントのアンインストール  - 大規模ネットワークの管理を容易にするため、Endpoint 

Protector クライアントがアンインストールされるとアラートを送信することができます。複数の管理

者が割当てられている場合に特に役立ちます。 

サーバーのディスク使用量 – ログの保存やポリシーが適切に適用されるようにサーバーのディス

ク容量を確保します。ディスク使用量が 70%、80%、90%に達したらアラートメールを送信するように

設定できます。 

デバイス制御 – ログ量 – 保存されているデバイス制御ログの数が指定数に達するとアラートメー

ルを送信することができます。100,000 から 10,000,000 行の間を選択するか、必要な値を設定する

ことができます。 

コンテンツ認識 – ログ量 - 保存されているコンテンツ認識ログの数が指定数に達するとアラートメ

ールを送信することができます。100,000 から 10,000,000 行の間を選択するか、必要な値を設定す

ることができます。 
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 注意 

「APNS 証明書」と「アップデートとサポート」アラートは[ダッシュボード]、[システムステータス]か

ら無効にすることができます。 

 

11.1.1 システムアラートの履歴 

システムアラートの履歴を確認することができます。システムアラートをトリガーした各イベントが

保存されます。管理者はフィルター機能を使用して簡単にデータを検索することができます。必要

のないログは[履歴の削除]をクリックすることで削除することができます。 
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11.2 デバイス制御アラート 

 

新しいデバイス制御アラートを作成するには、[アラート]、[デバイス制御アラート]を選択して[作

成]をクリックします。 

 

 

 

グループ、ユーザー、コンピューター、（単一のデバイスまたは特定のタイプのすべてのデバイス

かに応じて）デバイスタイプまたはデバイス、通知をトリガーするイベントを選択します。上記のフィ

ルターはすばやく簡単に情報を見つけることができるように設計されています。 

通知を受信する管理者（複数可）を選択することもできます。Endpoint Protector の管理者が複数

存在する場合に便利です。 

例： 特定のデバイスが特定のコンピューターに接続されたときに通知する場合、通知を受け取る

特定のデバイスとコンピューターを選択し、イベントリストから[接続]を選択してアラートを設定しま

す。 

この場合、「ユーザー」と「グループ」フィールドはアラートのトリガーに関係ないので、指定する必

要はありません。「グループ」フィールドに値を設定した場合、そのグループに所属するユーザー
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またはコンピューターが指定したイベントを発生させた場合にアラートがトリガーされます。 

アラートに使用される任意の項目（ユーザー、グループ、コンピューターなど）を削除しようとすると、

関連する項目 (グループなど) からも削除され、その他の関連する依存関係も削除されることを警

告する確認が表示されます。 

 

11.2.1 デバイス制御アラートの履歴 

アラートの履歴を確認することができます。アラートをトリガーした各イベントが保存されます。管

理者はフィルター機能を使用して簡単にデータを検索することができます。 

 

 

 

11.3 コンテンツ認識アラート 

コンテンツ認識保護モジュールで定義したポリシーに関連する新しいコンテンツ認識アラートを作

成するには、[アラート]、[コンテンツ認識アラート]を選択して、[作成]をクリックします。 
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監視するグループ、コンピューター、ユーザー、コンテンツ認識保護ポリシーと通知をトリガーする

イベントを選択します。フィルターはすばやく簡単に情報を見つけることができるように設計されて

います。 

例： クレジットカード情報を含むファイルが財務部コンピューターのメールに添付されたときに通知

を受信する場合、監視対象として財務部を選択し、文書を検査するコンテンツ認識ポリシーとイベ

ントリストから「コンテンツの脅威を検出」を選択します。 

 

 注意 

アラートを作成する前に、選択したコンテンツ認識保護ポリシーが選択したコンピューター、ユー

ザー、グループ、部門で有効になっていることを確認してください。 

 

11.3.1 コンテンツ認識アラートの履歴 

コンテンツ認識アラートの履歴を確認することができます。コンテンツ認識アラートをトリガーした

各イベントが保存されます。管理者はフィルター機能を使用して簡単にデータを検索することがで

きます。 
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11.4 モバイルデバイスアラート 

新しい MDM アラートを作成する場合は、[アラート]、[モバイルデバイスアラート]を選択して、[作

成]をクリックします。 

 

デバイスタイプ IOS、Android、OSX に対して、キャリアの変更、 SIM カードの変更、Jailbroken（脱

獄）、アプリのアンインストールのアラートを作成することができます。 

11.4.1 モバイルデバイスの履歴 

MDM アラートの履歴を確認することができます。MDM アラートをトリガーした各イベントが保存さ

れます。管理者はフィルター機能を使用して簡単にデータを検索することができます。 
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12 ディレクトリサービス 

このモジュールを使用すると、Active Directory からコンピューター、グループ、ユーザーをインポ

ートすることができます。 

 

必要条件を満たしていれば、[次へ]をクリックします。 
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Active Directory ドメインコントローラのサーバー名、ポート、ドメイン名、ユーザー、パスワードを

入力します。接続が確立できるかをテストするために、[接続テスト]をクリックします。接続に成功

したら[次へ]をクリックします。インポートが必要なデータ量に応じてこの作業を何度か繰り返しま

す。 

 

 注意 

Active Directory から大量の項目をインポートする場合は、AD インポートページで[ドメイン/検

索]フィルターを使用して、インポート対象のみを表示することをお勧めします。非常に多くの項

目が含まれている場合、AD 構造全体をインポートすると、ブラウザ制限によりインポートツリー

が正常に表示されない場合があります。 

 

次に、インポートする項目のチェックボックスを選択して、[インポート]をクリックします。 
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インポート処理が完了したら、「インポートが完了しました」というメッセージが表示されます。 

 

 

12.1 Active Directoryの同期 

このモジュールを使用すると、Endpoint Protector の対象を Active Directory の対象（コンピュータ

ー、ユーザー、グループ）と同期することができます。 
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必要条件を満たしていれば、[次へ]をクリックします。 

 

[同期リストの表示]をクリックして既存の同期を調べるか、同期設定を設定します。Active 

Directory ドメインコントローラのサーバー名、ポート、ドメイン、ユーザー、パスワードを入力します。 

[接続テスト]をクリックすると、設定が正しいかを確認することができます。 
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画面の上部に「接続は有効です」というメッセージが表示されます。 

[次へ]をクリックします。 

 

 注意 

同期が必要なデータ量が多い場合は、この作業を複数回に分けて行ってください。 

 

次の手順で、同期する項目のチェックボックスにチェックをつけ、同期間隔を指定して[同期]をクリ

ックします。 
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「同期オブジェクトが追加されました」というメッセージが表示されます。 

 

複数の場所から複数の同期を一度に設定することができます。これは[同期リストの表示]で表示

またはキャンセルすることができます。 
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13 アプライアンス 

13.1 サーバー情報 

この画面では、フェイルオーバーステータス、ディスク使用量、データベース、稼働時間に関する

一般的な情報が表示されます。 

 

13.2 サーバーメンテナンス 

この画面では、タイムゾーンおよび NTP サーバーの設定、IP および DNS の構成、再起動やシャ

ットダウン、SSH アクセスの有効/無効の切り替えを行うことができます。 
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13.2.1 タイムゾーン設定 

ここでは、タイムゾーンの設定およびアプライアンスの NTP ソースとの同期を行うことができます。 

[保存]をクリックすると、すべての変更が保存されますが、同期プロセスはトリガーされません。 

[時刻の同期]をクリックすると、同期がトリガーされ 5 分以内に実行されます。アラートおよびログ

は 5 分後にレポートされます。 

[現在の時刻を更新]をクリックすると、現在のサーバー時間が更新されます。 

 

 

 注意 

アプライアンスは一週間に一度 pool.ntp.org と同期されるように事前設定されています。 
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13.2.2 ネットワーク設定 

ネットワークで正しく通信できるように、アプライアンスのネットワーク設定を変更することができま

す。 

 注意 

IP アドレス変更後は、インターネットブラウザを一度閉じて新しいブラウザで開きなおしてくださ

い。その後、新しい IP アドレスで Endpoint Protector 管理/リモートツールにアクセスしてくださ

い。 

 

13.2.3 SSHサーバー 

このオプションは、SSH プロトコルを介したアプライアンスへのアクセスを有効または無効にします。

サポートアクセスを要求する前には[有効]に設定しておくことをお勧めします。 

13.3 SIEM 統合 

他社のセキュリティ情報イベント管理（SIEM : Security Information and Event Management）ツール

を使用すると、ネットワークデバイスおよびソフトウェアが生成するログの記録と分析を行うことが

できます。SIEM テクノロジーと統合することで、Endpoint Protector はアクティビティイベントを分析

とレポートのために SIEM サーバーへ転送することができます。 

SIEM 統合機能へは[アプライアンス]、[SIEM 統合]からアクセスできます。 

 

SIEM サーバーの新規追加、編集、削除を行うことができます。[追加]をクリックすることでも新しい

SIEM サーバーを追加することができます。既存サーバーのアドレスはポリシーアイコンの上部を

ダブルクリックすることでも編集することができます。 
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 注意 

SIEM ホストの最大数は 4 です。 

 

各 SIEM アドレスには次の設定とパラメータが含まれます：  

サーバー名、サーバーの説明、サーバーIP、サーバーのポート、ログを無効にする。 

 

 注意 

ログを無効にするオプションにチェックをつけた場合、システムは Endpoint Protector の内部で

はなく、SIEM ターゲットにのみログを記録します。Endpoint Protector から SIEM ソリューション

へのログ転送には、UDP プロトコルを使用します。 

 

上記のパラメータで有効な SIEM サーバーを指定したら、SIEM ターゲットへ送信するイベントをロ

グタイプから選択します。 
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14 システムメンテナンス 

14.1 ファイルメンテナンス 

このモジュールでは、Endpoint Protector サーバーで使用されるファイルを復旧/整理およびクリー

ンアップすることができます。 

 

以下のオプションを使用できます： 

 一時ログファイル： 

選択したクライアントコンピューターからログファイルをアーカイブし削除することができ

ます。 

 シャドウファイル： 

選択したクライアントコンピューターからシャドウファイルをアーカイブし削除することがで

きます。 

 ログバックアップファイル： 

過去のバックアップログファイルをアーカイブし削除することができます。 
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事前に選択したファイルをアーカイブするには、[Zip で保存]をクリックします。Endpoint Protector

サーバーからファイルを永久に削除するには、[削除]をクリックします。 

14.2 システムスナップショット 

このモジュールでは、すべてのデバイス制御権限およびシステムの設定を保存し、必要に応じて

後で復元することができます。 

Endpoint Protector サーバーのインストール後、変更を加える前にシステムスナップショットを作成

することを強くお勧めします。これにより、サーバーを正しく構成できなかった場合に元の設定に戻

すことができます。 

システムスナップショットを作成するには、[システムメンテナンス]、[システムスナップショット]を選

択し、[スナップショットの作成]をクリックします。 

 

スナップショットの名前と説明を入力します。スナップショットに保存する項目：権限のみ、設定の

み、両方のいずれかを選択します。 

[保存]をクリックします。 
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作成したスナップショットの一覧が表示されます。 

作成済みのスナップショットを復元するには、復元するスナップショットの[復元] をクリックしま

す。 

次の画面でアクションを確認し、もう一度[復元]をクリックします。 

 

14.3 ログのバックアップ 

このモジュールでは、データベースから古いログを削除し、.CSV ドキュメントに保存することができ

ます。 
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バックアップするログを選択します。オプションを選択して[バックアップの作成]をクリックします。 

 

「バックアップ完了」というメッセージがブラウザの上部に表示されます。 

バックアップしたログはダウンロードすることができます。 

14.3.1 バックアップスケジューラ （自動ログバックアップ） 

バックアップスケジューラオプションを使用すると、ログファイルを自動的にバックアップすることが

できます。 
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ここでは、自動的なバックアップルーティンをスケジュールすることができます。2 つのトリガー条件

を指定できます： 

バックアップの間隔： バックアップ処理を繰り返す時間間隔を選択します。 

バックアップサイズの制限： バックアップするログの最大サイズを選択します。 

上記の１つまたは両方に特定の値を設定しない場合は、空欄のままにしてください。作成時間をも

とに自動的にバックアップするログを指定し、[保存]をクリックします。 

作成されたバックアップは[バックアップリスト]オプションから確認することができます。 

 

14.4 コンテンツ認識ログのバックアップ 

このモジュールでは、古いコンテンツ認識ログをデータベースから削除し、.CSV ドキュメントに保存

することができます。 
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ここで、バックアップするログを選択できます。オプションを選択して[バックアップの作成]をクリック

します。 

 

「バックアップ完了」というメッセージがブラウザの上部に表示されます。 

バックアップしたログはダウンロードすることができます。 

14.4.1 自動スケジューラ （自動 CAPログバックアップ） 

バックアップスケジューラオプションを使用すると、ログファイルを自動的にバックアップすることが

できます。 
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ここでは、自動的なバックアップルーティンをスケジュールすることができます。2 つのトリガー条件

を指定できます： 

バックアップの間隔： バックアップ処理を繰り返す時間間隔を選択します。 

バックアップサイズの制限： バックアップするログの最大サイズを選択します。 

上記の 1 つまたは両方に特定の値を設定しない場合は、空欄のままにしてください。作成時間を

もとに自動的にバックアップするログを指定し、[保存]をクリックします。 

作成されたバックアップは[バックアップリスト]オプションから確認することができます。 

 

14.5 監査ログのバックアップ 

このセクションでは、ログバックアップおよびコンテンツ認識ログバックアップと同様に、古いログを

保存しエクスポートすることができます。エクスポートするログの数、期間、ファイルサイズを選択
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するオプションがあり、バックアップリストおよびバックアップのスケジュール機能もあります。 

監査ログバックアップおよび監査バックアップのスケジュールでは、バックアップするログのタイプ、

期間、サーバーに保持または削除、ファイルシャドウを含めるかなどのオプションを指定できます。 

 

 

大きな違いは、エクスポートされるログの見た目が異なる点です。監査または管理者向けレポ―ト

を作成しやすく表示されます。 
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14.5.1 監査ログバックアップのスケジュール 

監査ログバックアップはバックアップを即座に開始しますが、監査ログバックアップのスケジュール

では、バックアップの頻度（毎日、毎週、2 週ごと、毎月、6 か月ごと、毎年など）を指定できます。 

 

14.6 外部ストレージ 

このセクションでは、Endpoint Protector が生成したログバックアップファイルおよびシャドウファイ

ルを特定のストレージディスクへ保存することができます。FTP と Samba/ネットワーク共有がサポ

ートされます。 

 

14.6.1 FTP サーバー 

既存の FTP 共有にバックアップするためのパラメータを構成します： 

 

FTP ストレージを有効にする： 外部ストレージプロセスを起動するにはチェックをつけます。 

EPP サーバーにコピーを保存する： 外部ストレージとアプリケーションの両方でログをミラーする
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かどうかを選択することができます。 

サーバーアドレス： IP アドレス（例： 192.168.0.10） 

リモートディレクトリ： ログを保存する FTP 共有のディレクトリパス。末尾のディレクトリセパレータ

は必須です （例： /DLP/logbackup/）。 

サーバーポート： 既定は FTP アプリケーションポートの 21 です。 

 注意 

[接続テスト]を実行する前にパラメータ値を保存してください。 

 

Endpoint Protector はバックアップストレージの指定されたパスにファイルを作成します： 

 

 logbackup： 

デバイス制御およびコンテンツ認識保護両方のすべてのバックアップが保存されます。 

 shadows： 

デバイス制御およびコンテンツ認識保護両方のシャドウファイルが保存されます。 

 sysbackup： 

作成されたシステムバックアップが保存されます。 

 eppftptest.txt 

FTP 共有とアプライアンス間の接続テスト時に保存されます。 

14.6.2 Samba / ネットワーク共有 

既存の Samba / ネットワーク共有にバックアップするためのパラメータを構成します： 
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ネットワーク共有ストレージを有効にする： 外部ストレージを起動するにはチェックをつける必要が

あります。 

EPP サーバーにコピーを保存する： 外部ストレージとアプリケーションの両方でログをミラーする

かどうかを選択することができます。 

ネットワーク共有パス： 共有ディレクトリのパス（例： //192.168.0.10/epp） 

リモートディレクトリ： ファイルを保存するネットワーク共有のディレクトリパス。末尾のディレクトリ

セパレータは必須です（例： /epp/tmp/logs/）。 

 注意 

[接続テスト]を実行する前にパラメータ値を保存してください。 

 

FTP ストレージの場合と同様に、Endpoint Protector はバックアップストレージとして指定されたパ

スにフォルダーを作成し、それぞれのファイル（ログ、シャドウ、システムバックアップ、

eppnstest.txt）を保存します。 

14.6.3 システムバックアップ 

このモジュールでは、システムバックアップを実行できます。 

 

[システムメンテナンス]、[システムバックアップ]メニューを選択すると、現在の既存バックアップの

一覧が表示されます。管理者はこの画面でシステムバックアップの復元、ダウンロード、削除を行

うことができます。 

以前の状態にシステムを復元するには、復元するバックアップの[復元] をクリックします。次の

画面でアクションを確認し、もう一度[復元]をクリックします。 

[ダウンロード]をクリックすると、.eppb バックアップファイルをローカルドライブに保存することがで

きます。ファイルを保存した場所を記録しておくことをお勧めします。 
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 注意 

一度削除されたバックアップは復元することはできません。 

 

[システムメンテナンス]、[システムバックアップ]には、サブメニュー[バックアップの作成]、[ステー

タス]、[アップロード]、[バックアップのスケジュール]があります。 

[バックアップの作成]をクリックすると、下のような画面が表示されます： 

 

名前には、A-Za-z0-9_-.[スペース]のみ使用できます。 

2 つのオプションを選択できます： 

 データベースコンテンツ： 

このオプションを選択すると、バックアップ作成時に EPP サーバーに存在するすべての

デバイス、権限、ログ、設定、ポリシーがバックアップに含まれます。 

 アプリケーション ソース： 

このオプションを選択すると、EPP クライアントやその他のサーバー機能に関連するファ

イルがバックアップに含まれます。 

 

 注意 

システムバックアップには、IP アドレス、ファイルシャドウコピー、一時ログファイルは含まれませ

ん。 

 

[ステータス]をクリックすると、システムバックアップのステータスが表示されます。バックアップ作

成中の場合、下のようなメッセージが表示されます： 
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システムがアイドル状態の場合は、最後の既知の状態（デフォルトの場合 100%完了）が表示され

ます。 

 

[アップロード]をクリックすると、ローカルのファイルシステムから.eppb バックアップファイルをアッ

プロードすることができます。この機能はサーバー移行やクラッシュ時の復元の際に役立ちます。

下のような画面が表示されます： 

 

 

 注意 

200 MB を超える Endpoint Protector バックアップファイル（.eppb）はアプライアンスのコンソール

からのみアップロードできます。作成された eppb ファイルが 200MB より大きい場合は、サポー

トまでお問い合わせください。 

 

[バックアップのスケジュール]をクリックすると、下のような画面が表示されます。 
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この画面で、自動バックアップのルーティンをスケジュールすることができます。トリガー条件として

システムバックアップの実行間隔（毎日、隔日、毎週、隔週、毎月）を指定します。 

前回の自動システムバックアップの情報も表示されます。 

 

 注意 

予期しないデータ損失を防ぐため、バックアップスケジュールを設定することをお勧めします。 

 

14.6.4 コンソール 

Endpoint Protector には管理コンソールからシステムを以前の状態に復元するオプションがありま

す。 
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[2 System Backup]メニューを選択すると、下のオプションが表示されます： 

1. Restore: 

システムバックアップがイベントの前に実行されている場合は Web インターフェイスを使

用して実行することができます。 

2. Import: 

.eppb ファイルをダウンロードし FTP サーバーに保存されている場合に実行できます。 

3. Export: 

既存の FTP サーバーに既存のバックアップを保存するために実行できます。 

.epp ファイルをインポートまたはエクスポートするには、有効な FTP の IP アドレスとファイルシステ

ムのパスを指定する必要があります。 

下は例です： 
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14.7 ファイルシャドウリポジトリ 

このセクションでは、管理者はファイルシャドウリポジトリを管理できます。 この機能により、

Endpoint Protector クライアントは外部に直接ファイルシャドウを送信することができます。 

 

 

複数のファイルシャドウリポジトリを作成することができ、各エンドポイントがファイルシャドウを管

理する方法を指定するオプションは部門に基づいています。 
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情報 

Endpoint Protector では、部門が同じ属性を持つ対象の集合を定義します。 組織図の部門

と混同しないように注意してください。 

 

ファイルシャドウリポジトリを追加するには、部門、リポジトリの IP アドレス、ポート、フォルダーパ

ス、ユーザー名、パスワードを設定する必要があります。 
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15 システム設定 

このセクションには、システムの機能と安定性に影響を与える Endpoint Protector クライアント、シ

ステムライセンス、その他の詳細設定が含まれます。 

15.1  クライアントソフトウェア 

このセクションでは、管理者は、使用するオペレーティングシステムに対応する Endpoint Protector 

クライアントをダウンロードしてインストールできます。 

情報 

サーバーとクライアントは、ポート 443 を介して通信します。 
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 ヒント 

Windows クライアントインストーラーは、アドオンの有無にかかわらずパッケージをダウンロー

ドするオプションを提供します。 このオプションは、Endpoint Protector と特定のソリューション

との間で発生する可能性のある非互換性を修正します。 

 

15.2 クライアントソフトウェアの更新 

このセクションでは、管理者はインストールされた Endpoint Protector クライアントの自動アップデ

ートを実行できます。 

 

 注意 

この機能は Linux クライアントでは使用できません。 また、実際に古いバージョン（Windows クラ

イアントのバージョンが 4.0.1.4 以前）の場合、アップデートは機能しません。 

 

 

 

[アクション]列の下にある を使用すると、クライアントソフトウェアのセクションでダウンロードで

きる既定の Endpoint Protector クライアントバージョンを設定できます。 

 

15.3 クライアントのアンインストール 

このセクションでは、管理者は Endpoint Protector クライアントのリモートアンインストールを実行

できます。 
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コンピューターは、サーバーからこのコマンドを受信すると同時にアンインストールコマンドを実行

します。 コンピューターがオフラインの場合は、初めてオンラインになるときにアンインストールコ

マンドを受け取ります。 アンインストールをクリックすると、アクションが実行されるまでコンピュー

ターはグレー表示になります。 アンインストールコマンドが、まだ実行されていない場合は取り消

すことができます。 

 

 

15.4 システム管理者 

このセクションでは、新しい管理者を作成できます。 管理者が作成されると、すべての管理者を含

む一覧が表示されます。 詳細と設定を編集するオプションや不要な管理者を削除するオプション

もあります。 

 

 

管理者を作成する際に、管理者の詳細と設定を構成できます。 メールアラートを受信する、管理

部門、ログイン IP 制限、既定の UI 言語があります。 これらの設定はすべて後で変更することが

できます。 
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情報 

スーパー管理者オプションが有効の場合、管理者はシステム全体に対して完全な権限を持ち

ます。 

スーパー管理者オプションが有効でない場合、管理者は通常の権限を持ち、システムの特定

の項目に制限されます（管理者は管理しているシステム部門に属する対象のみを管理できま

す）。 これは通常の管理者になります。 

通常の管理者は、さまざまな役割を使用してさらに制限することができます。 より限定的なアク

セスを行うには、通常の管理者を特定の役割を持つ管理者グループに含める必要があります

（例：管理者をヘルプデスクグループに追加して、オフライン一時パスワードと暗号化の強制の

役割を与える）。 

 

 注意 

AD 管理グループからインポートされたすべての管理者は、自動的にスーパー管理者になりま

す。 これらは、同期後に異なる役割に変更する必要があります。 

管理者の AD 認証を許可する方法の詳細については、「Active Directory の同期」を参照してく

ださい。 
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15.5 管理者グループ 

このセクションでは、通常の管理者にさまざまなアクセスの役割（例： オフライン一時パスワード管

理者、EasyLock 管理者、レポートと分析管理者、メンテナンス管理者など）を提供する管理者グル

ープの作成と管理を許可します。 

 

 

グループを作成するために必要な主な情報は、グループの名前、説明、役割を選択し、グループ

のメンバーとなる管理者を選択することです。 
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 ヒント 

管理者グループを作成し、複数の役割の組み合わせを割り当てることができます。 たとえ

ば、ヘルプデスクグループには、オフライン一時パスワード管理者と EasyLock 管理者の 2 つ

の役割を割り当てることができます。 

 

15.6 システム部門 

このセクションでは、システム部門の作成と管理が可能です。 

 

 注意 

登録時に、部門コードが提供されていないか、部門コードが間違っている場合、部門コードは無

効と見なされ、コンピューターは既定の部門（defdep）に割り当てられます。 

 

情報 

システム部門の使用はオプションです。 Endpoint Protector は、既定の部門（defdep）だけで完

全に動作します。 さらに、ほとんどのシナリオは、デバイス、コンピューター、ユーザー、グルー

プ（AD で使用可能な対象）を使用するだけで十分に運用できます。 

この機能は、管理者の数が多く、厳格な法規制の遵守ルールが適用される大規模なインストー

ルで主に有効になります。 このような状況では、部門を作成して、通常の管理者は担当する対

象のみを管理することができます。 

この機能をコンピューターやユーザーグループ、管理者の役割と混同しないでください。 
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新しい部門を作成するのは簡単で、部門名、説明、固有の部門コードのみが必要です。 

 

 

 

Endpoint Protector と Active Directory（または他のディレクトリサービスソフトウェア）の用語の類

似性により、部門と組織単位と同等にすることができます。 もちろん、組織単位は部門と同一では

なく、Endpoint Protector は実際のスーパー管理者に権限を委ね、1 つ以上の組織単位を

Endpoint Protector の部門に仮想的にリンクさせることもできます。 組織単位の詳細については、

「ディレクトリサービス」を参照してください。 

各対象（コンピューターなど）は部門に属す必要があります。 Endpoint Protector クライアントを展

開する際に、特定のコードを持つ部門が見つかった場合、コンピューターは登録され、その部門に

所属します。 
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 例 

コンピューター「テスト-PC」は部門「開発者」に登録されています。 この場合、そのコンピュー

ターにログオンするユーザー「テスト」は、コンピューターTest-PC に接続されているデバイス

と同じ部門に割り当てられます。 

 

スーパー管理者（root など）は、部門に関係なくすべての主要な対象にアクセスできます。 また、

通常の管理者または他の役割を持つ管理者だけでなく、部門を作成することもできます。 スーパ

ー管理者は、管理者を部門管理者に割り当てこともできます。 

通常の管理者は、割り当てられた部門のみを管理できます。 他の部門に関連する対象は表示さ

れません。 

 

15.7 システムセキュリティ 

このセクションでは、管理者は、クライアントのアンインストールパスワードの設定、機密データへ

のアクセスをスーパー管理者のみに制限、機密データ保護用のパスワード設定、次回ログイン時

にすべての管理者パスワードセキュリティを強制、パスワードの有効期限オプションなどのセキュ

リティ設定を構成できます。 
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 注意 

[次回ログイン時にすべての管理者パスワードセキュリティを強制]が有効になっていると、この

機能を無効にすることはできません。 

有効にすると、複雑なパスワードだけを定義することができ、以下のルールに従います。 

 最小文字数は 9 文字です 

 小文字、大文字、数字、特殊文字を含む必要があります 

 連続する文字と数字を昇順に使用することはできません 

 

15.8 システム設定 

このセクションでは、システム全体に適用されるいくつかの全般的な設定を構成できます。 これら

の設定の大半は、Endpoint Protector の初期設定ウィザードに含まれているので、すでに設定さ

れている可能性があります。 

 

15.8.1 Endpoint Protector権限の機能 

このセクションでは、管理者は、ユーザー権限またはコンピューター権限（またはその両方）のい

ずれかを優先することによって、権限機能を変更できます。 

 

15.8.2 Active Directory認証 

このセクションでは、AD の管理者グループをスーパー管理者として Endpoint Protector にインポ

ートできます。 [Active Directory 認証を有効にする]チェックボックスが選択されている場合、管理

者は AD 認証を使用して Endpoint Protector にログインできます。 

このプロセスは単純で、4 つの簡単なステップで要約することができます。 

 

 すべての資格情報と必要な情報を入力します。 

 

情報 

必要な設定は、「ディレクトリサービス」セクションと同じです。 詳細は「ディレクトリサービス」を

参照してください。 

 

 ページの一番下までスクロールし、変更を保存します。 
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 ヒント 

ページの上部に緑色の確認メッセージが表示され、正常に保存されたことが確認できます。 

 

 ページの Active Directory 認証セクションに戻り、[接続テスト]をクリックして、すべてが

正常に動作することを確認します 

 [AD 管理者の同期]をクリックします 

 

 注意 

Active Directory 管理者グループが定義されると、この AD グループに属するユーザーだけが

同期され、Endpoint Protector のスーパー管理者としてインポートされます。 追加の管理者（異

なるアクセス制御レベルを持つ）は、[システム管理者]セクションから手動で作成できます。 

 

 

 

15.8.3 プロキシサーバー設定 

このセクションでは、次に示すように、プロキシを設定するオプションを提供します。 
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必要な情報は、プロキシサーバーの IP とポートおよびオプションのユーザー名とパスワード（プロ

キシアクセス資格情報）です。 

 

 注意 

プロキシサーバーが設定されていない場合、Endpoint Protector は

liveupdate.endpointprotector.com に直接接続します。 

 

15.9 システムライセンス 

このセクションでは、管理者が Endpoint Protector のライセンス管理を行い、現在のライセンスス

テータスの完全な概要を提供します。 

 

 

Endpoint Protector ライセンスシステムには、モバイルエンドポイントライセンスと固定エンドポイン

ト、機能ライセンス、アップデートとサポートライセンスの 3 種類のライセンスが含まれます。 

エンドポイントライセンスは、Endpoint Protector クライアントの登録に使用され、Endpoint 
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Protector サーバーとの通信を可能にします。 30 日間のトライアルライセンスまたは永久ライセン

スとして使用できます。 有効なエンドポイントライセンスで登録された Endpoint Protector クライア

ントは、他のライセンスタイプのステータスに関係なく、無期限にアクティブなままです。 

機能ライセンスは、3 つの Endpoint Protector モジュール（デバイス制御、コンテンツ認証保護、モ

バイルデバイス管理）のいずれかをアクティブにするために使用されます。 各モジュールは、トラ

イアルモードで最大 30 日間使用できます。 トライアル期間終了後、この機能を有効にするには、

永久ライセンスを購入してインポートする必要があります。 デバイス制御モジュールは、既定で

Web 管理インターフェイスでアクティブと表示されますが、サーバーとクライアント間の通信を有効

にするにはライセンスが必要です。 コンテンツ認識保護およびモバイルデバイス管理機能は、既

定でブロックされて表示され、管理者が追加のアクティベーション要求を実行する必要があります。 

[オプションステータス]セクションには、現在の機能ライセンスのステータスの概要が表示されます。 

アップデートとサポートライセンスは、購入してシステムにインポートされるオプションライセンスで、

クライアント側とサーバー側の両方で使用可能な最新のアップデートにアクセスし、サポートと技

術支援を有効にします。 アップデートとサポートライセンスは、1 ヶ月から 36 ヶ月までの期間、120

ヶ月間のオプションで購入できます。 エンドポイントと機能ライセンスとは対照的に、アップデートと

サポートライセンスは永続的ではなく、ライブアップデートサーバーにアクセスできるように定期的

に更新する必要があります。 

 

 注意 

最初に 1 つまたは複数の機能を有効にするときは、アップデートとサポートライセンスが最低 1

年間は必要です。 アップデートとサポートライセンスの有効期限が切れた後、機能は有効なま

まで、追加のアップデートとサポートライセンスを購入することはオプションになります。 

 

たとえば、Endpoint Protector を 100 台のワークステーションにライセンスし、1 年間コンテンツ認

識保護モジュールを使用する場合は、次のものが必要です。 

 100 個のエンドポイントライセンス 

 1 年間の有効なデバイス制御およびコンテンツ認識保護のアップデートとサポートライセ

ンスを含む 1 個のコンテンツ認識保護ライセンス。 サポート有効期間が終了しても、機

能は有効のままですが、アップデートとサポートサービスは利用できなくなります。 

6 ヵ月間 10 台のモバイルデバイスを管理する場合は、さらに次のものが必要になります。 

 10 個のモバイルエンドポイントライセンス 

 1 個のモバイルデバイス管理ライセンス（6 ヶ月間のモバイルデバイス管理のアップデー

トとサポートライセンスを含む） 
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 注意 

モバイルデバイス管理サービスはクラウドへの接続を必要とするため、デバイス制御とコンテン

ツ認識保護とは対照的に、モバイルデバイス管理用の有効なアップデートとサポートライセンス

が必要です。 

 

Appetizer モードと呼ばれる無料ライセンスオプションは、最大 5 台のコンピューター、5 台の iOS

と Android デバイスの小規模なネットワークで使用できます。 Appetizer ライセンスでは、3 つの

Endpoint Protector モジュールのそれぞれに 1 年間アクセスできます。 

 

15.9.1 Appetizerモード 

Appetizer モードは、[無償（Appetizer）モード開始]をクリックすることで有効にできます。このボタン

は、最大 5 台のコンピューターに 1 年間のデバイス制御およびコンテンツ認識保護のライセンスを

自動的に割り当てます。 さらに、最大 5 台の iOS と Android スマートフォンとタブレット用の

Endpoint Protector モバイルデバイス管理の 1 年間のサブスクリプションを有効にします。 

 

 

Appetizer ライセンスは、1 年間有効な限定ライセンスで、自動更新で 1 年間のアップデートを含み

ます。 次の制限が適用されます。 

 サポートは含まれません! 

 デバイス制御： 機能制限なし 

 コンテンツ認識保護： メール、Web ブラウザ、クラウドサービス/ファイル共有、クリップボ

ード監視、プリントスクリーン監視オプションが無効になります。 macOS との互換性も無

効になります。 

 モバイルデバイス管理： モバイルデバイスのトラッキングが無効になります。 

 

 注意 

ライセンス条項は予告なしに変更することがあります。 

 

Appetizer ライセンスを使用するには、いくつかの要件が必要です。 

 ライセンス使用者は、小規模ビジネスまたは登録されたプロフェッショナルでなければな

りません（たとえば、法律事務所や建築協会などの会社または登録プロフェッショナルな

どの会社） 

 有効な企業のメールアドレス 
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 ネットワークでのセットアップ後の仮想アプライアンスのオンラインアクティベーション 

 MDM サービスのオンライン自己登録（Apple Push Notification 証明書など） 

 

15.9.2 トライアルモード 

トライアル期間は、[無料トライアル開始]をクリックすることで有効になります。このボタンをクリック

すると、最大 50 台のコンピューターに対して 30 日間のトライアルライセンスが自動的に割り当て

られます。 

トライアルライセンスは、「先着順」に割り当てられます。 トライアルライセンスが割り当てられてい

る 1 台以上のコンピューターが一定期間アクティブでない場合、管理者は手動でこのライセンスを

解放することができます。このライセンスは他のオンラインコンピューターに自動的に再割り当てさ

れます。 

 

 

15.9.3 ライセンスのインポート 

[ライセンスのインポート]オプションを使用すると、ライセンスを含む Excel ファイルを参照します。 

ファイルを選択したら、[アップロード]をクリックします。 

 

 

 

 注意 

Excel 文書は特定の方法でフォーマットする必要があります。 Excel シートの最初の列のみが考

慮され、Excel シートの最初の行は無視されます。 
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ライセンスを手動でコピーしてシステムに貼り付けることができる[ライセンスの貼り付け]オプショ

ンを使用してライセンスをインポートすることもできます。 このオプションは、ライセンスがメールで

直接送信されるオンライン購入にお勧めします。 

 

 

[ライセンスリスト]には、インポートされたライセンスキーの一覧（割り当てられたコンピューターと

有効期間）が表示されます。 
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16 システムパラメータ 

このセクションでは、管理者は、Endpoint Protector で使用可能なデバイスタイプ、権限、イベント

の概要を知ることができます。 

16.1 デバイスタイプ 

このサブセクションでは、デバイス制御で使用できるすべてのデバイスタイプと、制御されるストレ

ージデバイスに対するコンテンツ認識保護の一覧を表示します。 また、各オペレーティングシステ

ム（Windows、Mac、Linux）の可用性とともに、すべての項目の簡単な説明が含まれます。 

 

 

16.1.1 信頼できるデバイス 

デバイスの紛失や盗難の際に、第三者がデータにアクセスできないようにするには、転送される

データを保護することが不可欠です。 暗号化の強制ソリューションにより、管理者は、紛失や盗難
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の際にポータブルデバイスの機密データを保護することができます。 

Endpoint Protector が存在するコンピューターで暗号化されたデバイスのみを使用できるようにす

るには、信頼できるデバイスを使用します。 信頼できるデバイスは、Endpoint Protector サーバー

からの承認を受けなければならず、承認なしでは使用できません。 信頼できるデバイスには、次

の 4 つのレベルのセキュリティがあります。 

 レベル 1 - データセキュリティのためのソフトウェアベースの暗号化による、オフィスおよ

び個人用の最小限のセキュリティ。 USB フラッシュドライブや他のほとんどのポータブ

ルストレージデバイスは、信頼できるデバイスレベル 1 に変換できます。特定のハード

ウェアは必要ありませんが、EasyLock などの暗号化ソリューションが必要です。 

 レベル 2 – 生体認証データ保護または高度なソフトウェアベースのデータ暗号化による

中程度のセキュリティレベル。 信頼できるデバイスレベル 2 で検証されたセキュリティソ

フトウェアを含む特別なハードウェアが必要です。 

 レベル 3 - SOX、HIPAA、GBLA、PIPED、Basel II、DPA、PCI 95/46/EC などの規制遵

守に必須で、強力なハードウェアベースの暗号化を備えた高度なセキュリティレベル。 

信頼できるデバイスレベル 3 で検証された高度なセキュリティソフトウェアとハードウェア

ベースの暗号化を含む特別なハードウェアが必要です。 

 レベル 4 - 軍と政府で使用される最高レベルのセキュリティ。 レベル 4 の信頼できるデ

バイスには、データ保護のための強力なハードウェアベースの暗号化が含まれており、

独立して認定されています（FIPS 140 など）。 これらのデバイスは、ソフトウェアとハード

ウェアを厳密に検証されます。 主にセキュリティ専門の再販業者を通じて提供される特

別なハードウェアが必要です。 

 レベル 1+ - レベル 1 から派生することで、Endpoint Protector クライアントが存在するコ

ンピューターに接続された USB ストレージデバイスに、マスターパスワード付き

EasyLock 2 が自動的に展開されます。 

 

次の表に、信頼できるデバイスの一覧を示します。 

デバイス名 信頼できるデバイスのレベル 

EasyLock 暗号化デバイス 1 

AT1177 2 

UT169 2 

UT176 2 

Trek ThumbDrive 2 

BitLocker 暗号化デバイス 3 
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FileVault 暗号化デバイス 3 

Buffalo Secure Lock 3 

CTWO SafeXs 3 

Integral Crypto 3 

Integral Crypto Dual 3 

Integral Courier Dual 3 

IronKey Secure Drive 3 

iStorage datAshur 3 

Kanguru Bio Drive 3 

Kanguru Defender 3 

Kanguru Elite (30, 200 & 300) 3 

Kanguru Defender Elite 3 

Kingston DataTraveler Locker+ 3 

Lexar 1 (Locked I Device) 3 

Lexar Gemalto 3 

SaferZone Token 3 

ScanDisk Enterprise 3 

Verbatim Professional 3 

Verbatim Secure Data 3 

Verbatim V-Secure 3 

iStorage datAshur Pro 4 

Kanguru Defender (2000 & 3000) 4 

SafeStick BE 4 
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Stealth MXP Bio 4 

 

16.2 権限 

このサブセクションでは、デバイスに割り当てることができるすべてのアクセス権を含む一覧が表

示されます。 

 

 

16.3 コンテキスト検出 

このセクションでは、管理者はシステム全体のコンテキスト検出を管理できます。 有効にすると、

Endpoint Protector によって検出される機密情報はコンテンツとコンテキストの両方で検査されま

す。 これは、機密情報（例：クレジットカード、身分証明書、パスポート、運転免許証など）を検出す

る機能に加えて、文脈も考慮に入れられることを意味します（他の関連するキーワード、 正規表現

など）。 

 

 ヒント 

検出された機密情報にコンテキストを提供することに加えて、この機能は誤検知を軽減するの

にも役立ちます。 
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 注意 

この機能は、コンテンツ認識保護と eDiscovery ポリシーの両方に対して、グローバルレベルで

適用されます。 有効にすると、コンテキスト検出はシステムのコンテンツのみの検出に優先しま

す。 

この機能を有効にする前に、ルールの正確性とシナリオの関連性を確認してください。 

 

コンテキスト検出機能が有効になると、コンテキスト XML で定義されたルールに基づいてグロー

バルレベルで適用されます（設定されたコンテンツ認識保護と eDiscovery ポリシーにもリンクされ

ます）。 

コンテキストルールを作成するには、次の 2 つの方法があります。 

 Endpoint Protector サーバーから直接作成する。 

 コンテキスト XML を手動で編集し、Endpoint Protector サーバーにアップロードする。 

 

16.3.1 XMLの作成 

情報 

この方法は、最も簡単な方法であり、ほとんどの要件をカバーできるため、一般的な使用にお

勧めします。 

 

 

 

事前定義されたコンテンツのカテゴリ（クレジットカード、ID、パスポート、運転免許証など）ごとに、
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[追加]をクリックして次のような項目を選択することで、コンテキスト検出を設定できます。 

 カテゴリとタイプ - コンテンツ認識機能。 

 周囲のテキスト - コンテキストを決定するための検索間隔の文字数。 

 関連辞書 - PII に関連するキーワードのセット。 

 関連正規表現 - コンテンツ認識機能の中にない関連のあるルールを追加する方法。 

 最小一致数 - 検出ルールを検証するために一致させる項目の最小数。 

 無関連辞書 - PII に関連しないキーワードのセット。 

 無関連正規表現 - コンテンツ認識機能の中にない関連のないルールを追加する方法。 

 最大一致数 - ルールが検証されない値（推奨値は 0）。 

 

 注意 

コンテキストルールを作成または変更した後にコンテキスト XML を生成することを忘れないでく

ださい！ 

 

16.3.2 XMLのアップロード 

情報 

この方法は拡張機能を提供するため、高度な管理者には推奨されますが、XML 構文の詳細な

理解が必要です。 

 

高度なコンテキスト機能も使用可能です。 この方法では、コンテキスト XML ファイルを管理者が

手動で編集し、次に Endpoint Protector サーバーにアップロードする必要があります。 

プロキシミティ、辞書、正規表現などは、すべて XML 文書内で定義する必要があります。 「XML の

作成」で説明した機能に加えて、信頼レベル、メイン関数の決定時に考慮する追加機能など、より

複雑なオプションがあります。 

 

 ヒント 

コンテキスト XML に必要な構文を理解する最善の方法は、複数の例が含まれている、

Endpoint Protector サーバーで使用可能なサンプルを調べることです。 また、以下の例も明

確な方向性を示しています。 
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 例 

<Rules> 

<!-- SSN / Canada this is an example with multiple patterns --> 

<Entity id="ssn/canada" patternsProximity="300" 

recommendedConfidence="75"> 

<Pattern confidenceLevel="75"> 

<Any minMatches="2"> 

<Match idRef="keywords_Canada_SSN_1" /> 

<Match idRef="keywords_Canada_SSN_2" /> 

<Match idRef="validate_date_fct" /> 

<Match idRef="regex_email_id" /> <!-- This is just an 

example --> 

</Any> 

<Any maxMatches="0"> 

<Match idRef="keywords_exclude_Canada_SSN" /> 

</Any> 

</Pattern> 

</Entity> 

<Function id="validate_date_fct" name="SEARCH_DATE_INTRL" /> 

<!-- name should be the same with the one on the client --> 

<Function id="func_dlp_is_valid_ssn" name="SEARCH_SSN_Canada" 

/> <!-- name should be the same with the one on the client --> 
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 例 

<Keyword id="keywords_Canada_SSN_1"> 

<Group matchStyle="word"> 

<Term>sin</Term> 

<Term>social insurance</Term> 

<Term>numero d'assurance sociale</Term> 

<Term>sins</Term> 

<Term>ssn</Term> 

<Term>ssns</Term> 

<Term>social security</Term> 

<Term>numero d'assurance sociala</Term> 

<Term>national identification number</Term> 

<Term>national id</Term> 

<Term>sin#</Term> 

</Group> 

</Keyword> 

 

<Keyword id="keywords_Canada_SSN_2"> 

<Group matchStyle="word"> 

<Term>driver's license</Term> 

<Term>drivers license</Term> 

<Term>driver's licence</Term> 

<Term>drivers licence</Term> 

<Term>DOB</Term> 

<Term>Birthdate</Term> 

</Group> 

</Keyword> 

 

<Keyword id="keywords_exclude_Canada_SSN"> 

<Group matchStyle="word"> 

<Term>random word</Term> 

</Group> 

</Keyword> 
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<Regex id="regex_email_id">[-0-9a-zA-Z.+_]+@[-0-9a-zA-

Z.+_]+\.[a-zA-Z]{2,4}</Regex> 

 

</Rules> 

</RulePackage> 

 

16.4 イベント 

このサブセクションでは、Endpoint Protector によって記録されるイベント一覧を表示します。 さら

に、[アクション]列には、イベント名と説明を編集するオプション、または特定のイベントのログを無

効にするオプションが用意されています。 

 

 

 注意 

この一覧を変更すると、機能とパフォーマンスが制限される可能性があります。 ただし、このよ

うなカスタマイズは、プロフェッショナルサービスの一環として要望に応じて実行することができ

ます。 
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17 Endpoint Protector クライアント 

Endpoint Protector クライアントは、保護されたエンドポイント（Windows、Mac、Linux）の Endpoint 

Protector サーバーから受信した権限と設定を適用します。 

Endpoint Protector クライアントは、Endpoint Protector の Web UI から直接ダウンロードできます。 

 

情報 

Endpoint Protector クライアントのダウンロードの詳細については、「クライアントソフトウェア」を

参照してください。 

 

 ヒント 

Active Directory や Jamf などのツールを使用して、大規模なネットワークに Endpoint 

Protector クライアントを展開することができます。 

 

17.1 クライアントのインストール 

Endpoint Protector クライアントのインストールは簡単で、だれでも実行できます。 インストールフ

ォルダーとサーバー情報を設定する必要がありますが、これは事前に設定されており、単に[次

へ]をクリックするだけです。 
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 注意 

Linux の場合、ディストリビューションに対応する詳細なインストール手順については、「インスト

ールの前に参照してください」リンクの readmeLinux.txt ファイルを参照してください。 

 

17.2 クライアントのセキュリティ 

Endpoint Protector クライアントには、サービス停止をほぼ不可能にするセキュリティシステムが

組み込まれています。 このメカニズムは、ネットワーク管理者が実施するセキュリティ対策を回避

するために実装されています。 

 

17.3 クライアント通知 （通知機能） 

Endpoint Protector クライアントは、不正なデバイスがコンピューターに接続されたときに、タスクバ

ーアイコンに通知を表示します。 通知は、内部ポリシーに準拠していないファイル転送が試行され

た場合にも表示されます。 

オペレーティングシステムによっては、通知は以下のようになります。 
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情報 

Endpoint Protector クライアントには、いくつかのモードがあります。 選択に応じて、通知をユー

ザーに隠すことができます。 さらに、強制的にシステムにアクセスしようとする試みを記録する

だけでなく、パニックモードを起動することもできます。 

詳細については、「Endpoint Protector クライアント」を参照してください。 

 

17.4 クライアントデバイス制御タブ 

Endpoint Protector クライアントの[Device Control（デバイス制御）]タブには、接続されているすべ

てのデバイスに関する情報を表示するように設計されています。 また、特定のデバイスごとのアク

セス権も表示されます。 

 

 ヒント 

ベンダーID、プロダクト ID、シリアル番号などの詳細は、一覧からデバイスにカーソルを合わ

せると表示されます。 
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17.4.1 オフライン一時パスワードのリクエストと発行 

ユーザーがデバイスへのアクセスを要求する場合は、いくつかの手順を実行する必要があります。 

 一覧からデバイスを選択すると、Device Code（デバイスコード）が自動的に入力されま

す 

 

情報 

デバイスコードは、Endpoint Protector がデバイスを識別するためのユニークな方法です。 

Endpoint Protector クライアントが存在するコンピューターに接続されているすべてのデバイス

には、この識別子が割り当てられ、識別子がサーバーに送信され、[デバイス制御]、[デバイス

一覧]に表示されます。 

 

 この操作が必要な正当な理由（Justification）を記入する必要があります。 
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 ヒント 

正当な理由は、監査目的で有効な情報となることがあります。 

 

 [Send Request（リクエスト送信）]をクリックすると、既定のメールクライアントが自動的に

開き、管理者がデバイスを認証するために必要なすべての情報が生成されます 

 

情報 

OTP リクエストの内容に応じて、デバイス、ベンダーID、プロダクト ID、シリアル番号、コンピュー

ター名、ユーザー名、正当な理由などの情報がメールに含まれます。 

 

 管理者は Endpoint Protector サーバーから OPT コードを生成し、ユーザーに提供しま

す。 

 管理者から受け取ったコードを OTP Code セクションに入力した後、[Authorize（承認）]

をクリックすると、必要なアクセス権限が与えられます。 

 

17.5 クライアント情報タブ 

Endpoint Protector クライアントの[Information（情報）]タブは、コンピューター、ユーザー、Endpoint 

Protector 管理者の連絡先に関する情報を表示するように設計されています。 このセクションの情

報の一部は、Endpoint Protector クライアントによって自動的に入力され、ユーザーによって編集

可能なものもあれば、管理者がサーバーから編集できるものもあります。 
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コンピューター名とユーザー名は、Endpoint Protector サーバーによって自動的に入力されます。 

コンピューターID、コンピューターの部門、コンピューターの場所、管理者名、電話番号、メールは、

Endpoint Protector サーバーから受信されます（管理者によって入力されている場合）。 

ユーザーの Employee ID（従業員 ID）、電話番号、メール、チームは、ユーザーが記入することが

できます。 [Save（保存）]をクリックすると、情報がサーバーと同期されます。 

 

17.6 クライアントポリシーの更新 

Endpoint Protector クライアントには、最新のポリシーを確実に受け取るための機能が組み込ま

れています。 [Update Policies Now（今すぐポリシーを更新）]オプションは、以下に示すように

Endpoint Protector クライアントのシステムトレイアイコンを右クリックして使用できます。 
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17.7 クライアントのオフライン機能 

サーバーの設定に応じて、Endpoint Protector クライアントは、ローカルファイルトレース履歴とロ

ーカルファイルシャドウ履歴を保存し、次回のネットワーク接続時に Endpoint Protector サーバー

と同期します。 

 

17.8 クライアント DHCP と手動 IPアドレス 

Endpoint Protector クライアントは、ネットワーク構成の変更を自動的に認識し、設定を更新します。 

これにより、クライアントを再インストールすることなく、または変更を修正することなく、DHCP（オフ

ィスなど）または手動 IP アドレス（たとえば自宅）の両方でエンドポイントを保護することができます。 

 

17.9 クライアントのアンインストール 

17.9.1 Windowsクライアントのアンインストール 

Endpoint Protector クライアントを削除するには、[プログラムと機能]に移動し、アプリケーションを

選択します。 

また、Endpoint Protector 管理者が有効にした場合、アンインストールパスワードも必要になりま

す。 

 

 ヒント 

Endpoint Protector サーバーからクライアントをリモートアンインストールするオプションは、

[システム構成]、[クライアントのアンインストール]セクションからも使用できます。 

 



 

 

 

 

Endpoint Protector ユーザーマニュアル 

Rev. 2.1 

 176 

17.9.2 Macクライアントのアンインストール 

Endpoint Protector クライアントを削除するには、ダウンロードパッケージに含まれる"remove-

epp.command"ファイルを実行し、管理タスクを実行するために必要なパスワードを入力する必要

があります。 

また、Endpoint Protector 管理者が有効にした場合、アンインストールパスワードも必要になりま

す。 

 

 ヒント 

Endpoint Protector サーバーからクライアントをリモートアンインストールするオプションは、

[システム構成]、[クライアントのアンインストール]セクションからも使用できます。 

 

17.9.3 Linuxクライアントのアンインストール 

Endpoint Protector クライアントを削除するには、ダウンロードパッケージに含まれる"uninstall.sh"

ファイルを実行し、管理タスクを実行するために必要なパスワードを入力する必要があります。 
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18 用語と定義 

ここでは、ユーザーマニュアル全体で使用する用語と定義の一覧トを記載します。 

 

18.1 サーバー関連 

アプライアンス - アプライアンスとは、Endpoint Protector サーバー、オペレーティングシステム、

データベースなどを実行する Endpoint Protector アプライアンスです。 

コンピューター - Endpoint Protector クライアントがインストールされている PC、ワークステーショ

ン、シンクライアント、ノートブックです。 

ファイルトレース - この機能は、事前に許可されたポータブルストレージデバイスとの間でコピーさ

れたすべてのデータを追跡します。 

ファイルシャドウ - この機能は、ネットワークストレージサーバーで制御されたデバイスとの接続で

使用、削除されたすべてのファイルのコピーを保存します。 

デバイス - USB ストレージデバイスからデジタルカメラ、LTP ストレージデバイス、生体認証デバ

イスに至るまでの、既知のポータブルストレージデバイスの一覧です。 

グループ - デバイス、ユーザー、コンピューターをグループ化できます。 これらの項目をグループ

化すると、サーバー管理者は権限と設定を簡単に管理できます。 

部門 – 主要な対象（デバイス、ユーザー、コンピューター）をグループ化するための別の方法で、

Endpoint Protector の管理者も含まれます。 
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18.2 クライアント関連 

エンドポイント - オフィスで使用するパーソナルコンピューター、ワークステーション、ノートブックで

す。  

信頼できるデバイス - Endpoint Protector サーバーにより承認され、そのレベルに従って使用でき

るポータブルストレージデバイスです（1-4）。 詳細については、「信頼できるデバイス」を参照してく

ださい。 

クライアント - コンピューターにログインし、データのトランザクションを実行するクライアントユーザ

ーです。 

権限 - コンピューター、デバイス、グループ、ユーザー、グローバルな権限に適用されます。 これ

らの項目のいずれかを実行できるか、実行できないかという特権を表します。 

オンラインコンピューター - Endpoint Protector クライアントがインストールされ、現在実行され、

Endpoint Protector サーバーに接続されている PC、ワークステーション、ノートブックです。 

接続デバイス - オンラインコンピューターに接続されているデバイスです。 

イベント - Endpoint Protector で重要な意味を持つアクションの一覧です。 Endpoint Protector に

よって監視される主なイベントには以下のようなものがあります。 

 接続 - Endpoint Protector クライアントを実行しているコンピューターにデバイスを接続

するアクション。 

 切断 - Endpoint Protector クライアントを実行しているコンピューターからデバイスを（安

全に）削除するアクション。 

 有効 - デバイスを参照します。 特定のコンピューター、グループ、指定されたユーザー

がデバイスにアクセスすることを許可するアクション。 

 無効 - デバイスを参照します。 デバイスからすべての権限を削除し、アクセスと使用を

禁止するアクション。 

 ファイル読み取り - ポータブルデバイスにあるファイルがユーザーによって開かれた

か、またはポータブルデバイスがオペレーティングシステムによって自動実行され、ファ

イルが自動的に開かれました。 

 ファイルコピー - ポータブルデバイスにファイルをコピーしたり、ポータブルデバイスから

ファイルをコピーしました。 

 ファイル書き込み - ポータブルデバイスのファイルを開いて編集しました。 変更がファイ

ルに保存されました。 

 ファイル名変更 - ポータブルデバイスのファイル名が変更されました。 

 ファイル削除 - ポータブルデバイスのファイルが削除されました。 

 デバイス TD - デバイスが信頼できるデバイスとして登録され、それに応じてファイルに

アクセスできることを意味します。 

 非デバイス TD - デバイスが信頼されておらず、ファイルの自動アクセスがないことを意

味します。 
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 削除 - コンピューター、ユーザー、グループ、アラート、デバイスを参照します。 これら

の項目のいずれかを一覧から削除するアクション。 

 読み取り専用の有効化 - デバイスを参照します。 デバイスへのアクセスを許可する

が、デバイスへの書き込み機能を無効にするというアクション。 ユーザーはデバイスか

らファイルをコピーできますが、デバイスに書き込むことはできません。 

 TD レベル 1-4 の場合有効 - 信頼できるデバイスを参照します。デバイスがレベル 1、

2、3、4 の信頼できるデバイスである場合、デバイスへのアクセスを許可します。 

 オフライン一時パスワードの使用 - コンピューターを参照し、特定のクライアントコンピュ

ーターの特定のデバイスへのアクセスを一時的に許可します。 
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19 免責条項 

Endpoint Protector アプライアンスは、liveupdate.endpointprotector.com および

cloud.endpointprotector.com を除いて、外部ネットワークと通信しません。 

Endpoint Protector にはマルウェアソフトウェアは含まれておらず、決して個人情報を送信しませ

ん （自動ライブアップデートレポートが無効の場合）。 

各 Endpoint Protector サーバーには、サポート用に開かれる既定の SSH プロトコル（22）があり、

パスワードで保護された 1 つのシステムアカウント（epproot）があります。 SSH サービスは、ユー

ザーのリクエストにより無効にすることができます。 

セキュリティ保護は、その性質上、回避することができます。 CoSoSys 社は、許可されていない人

がデータやデバイスにアクセスしないことを保証することはできませんし、保証しません。また、

CoSoSys 社は、法律で許可されている限り、その旨の保証を否認します。 

 

 

©2004 - 2018 CoSoSys Ltd。 Endpoint Protector、My Endpoint Protector、Endpoint Protector 

Basic、EasyLock は、CoSoSys Ltd.の商標です。 Windows は、Microsoft Corporation の登録商標

です。 Macintosh、Mac OS X、macOS は Apple Corporation の商標です。 その他のすべての名称

および商標は、それぞれの所有者に帰属します。 
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